
【小学生】

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員

赤石剣道スポーツ少年団 平井　和夫 朝日田　淳姫 新関　優仁 滝澤　星登 佐藤　優翔 中嶋　諒平 朝日田　禮

飯岡研心剣道スポーツ少年団 中村　壽夫 高田　桃奈 田口　菜月 鈴木　亜也葉 浅沼　侑希 中村　修 佐々木　柊

観武会 船越　亮 上総　佳祐 上総　佳樹 佐々木　俊輔 野里　美月

城南剣道スポーツ少年団 及川　伸也 葛西　風太 山田　元 松下　晃清 及川　智世 内山　侑大 内山　功大

新明館橋市道場 谷藤　敬人 盛合　渚 岩舘　柚乃 橋場　円 千葉　龍之介 仁昌寺　恒

正修館 三浦　由紀夫 齊藤　寿樹 高橋　光瑠 田沼　大昴 中村　雛

仙鳳館 島　尚士 村井　秀 印牧　晃志 金田　勇人 岩崎　航佑 佐々木　真皓 樋口　風成

仙北剣道教室 古濱　久美子 千葉　都花 鈴木　理緒 谷藤　凜香 髙橋　瑠菜 金田　咲貴

滝沢剣道クラブ 澤下　正 野﨑　淳義 藤澤　秀伍 大沢　玲奈 鳥居　星羅 大沢　紗奈 鳥居　優星

滝沢剣道スポーツ少年団 安藤　克博 石田　心海 一戸　優希亜 安藤　宥進 櫻田　彩華 深澤　涼太 舘　苺萌梨

中野剣道 川村　正文 藤森　久遠 七戸　渉真 七戸　真樹 高橋　大智 山口　智也 石原　琉伍

沼宮内剣道少年団 宮崎　雄司 田沼　悠夢 田村　昊平 森　柊陽 宮崎　龍生 中澤　あい子 大下　昴太

八幡平市剣道スポーツ少年団 鈴木　和由 田村　優真 佐々木　大翔 上山　揺太 澤尻　眞由佳 佐々木　勇吾

不動会 永洞　博之 青木　幸太郎 五十嵐　仁都 阿部　龍二 藤澤　結愛 五十嵐　仁胡

不動剣道豪気館 藤村　直子 阿部　大雅 中野　心結 中瀬　唄 高橋　苺鈴 針生　清圓

不動剣道スポーツ少年団 藤村　達也 宮川　朋香 中瀬　花 佐藤　直彦 佐藤　想 岡田　翔誠

見前剣道スポーツ少年団 高橋　敬冶 伊藤　宏志朗 福士　咲斗 後藤　　　陸 千葉　悠太 神　暖向

盛岡剣道スポーツ少年団 谷藤　敬人 佐藤　陽哉 仁昌寺　崇 藤原　大空 吉田　結衣 村松　和花菜

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 佐藤　光寿 髙橋　千洋 村井　俊哉 米倉　吟 一戸　優甫 瀧田　晃靖 髙橋　充希

盛岡中央剣道スポーツ少年団 中沢　良彦 遠野　秋恒 阿部　慎之介 井上　寛永 田村京己 遠野　晄介 佐々木　良太

盛岡南部 青木　勉 菊池　亜門 三上　春陽 下権谷　雪羽 藤澤　咲愛 菊池　史門

盛岡西警察署もりにし剣道教室 鈴木　次彦 鈴木　琥太郎 山崎　武蔵 阿部　倖乃 藤盛　恵大 浦辺　大夢 南野　心夏

山岸剣道スポーツ少年団 高藤　政二 藤澤　柚里 高藤　友佳理 村井　絋輝 吉村　豪 高藤　渉



【中学生男子】

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員

飯岡研心剣道スポーツ少年団 中村　壽夫 福田　晃樹 西　崇耀 多田　紘長 高田　敦司 柴田　陵星

大宮中学校 前川　貴子 安藤　大道 舘澤　康介 佐藤　陽介 佐々木　陸 白畑　柊陽 髙橋　隼大

河南中学校 石関　由香 佐藤　藍心 馬場　崚輔 鎌田　玲央 下村　亘平 川村　翼 鬼頭　隼

清陵館 重茂　磨利 永田　楓河 小松　拓杜 赤澤　玲音 大森　勇輝 太田　悠仁

厨川中学校 鈴木　清 山岸　晴希 大堀　遥斗 川又　康汰 保科　直亮 篠畑　大樹

黒石野中学校 舘林　志穂 高橋　佑 千葉　紳平 小川　裕太郎 川野　耕大

雫石中学校 佐々木　友紀 佐々木　創成 小野　颯大 桐山　丈太郎 上川原　岳

下小路中学校 大坂　忍 坂本　遊野 村井　祐輝 佐藤　辰樹 川原　滉弥 藤澤　秀一朗

下橋中学校 高橋　洋之 高澤　覚良 星　広海 伊藤　匡秀 五日市　風太 田村　魁士 渡辺　一諒

芝蘭剣友会 舘林　啓二 吉田光斗 吉田　康佑 後藤　結哉 三橋　亜珠 松本　悠真 三井寺　嘉人

紫波第一中学校 菊池　亮 福澤　一樹 瀬川　忠義 川原　雷覇 鳥内　将 高橋　昂河 松島　英樹

紫波第三中学校 桐越　綾 山上　晟弥 熊谷　嵩斗 小野　斗真 阿部　伶慈 飯塚　蓮 須川　皓太

滝沢剣道スポーツ少年団 安藤　克博 齊藤　翼 吉田　悠太 阿部　有太 工藤　蒔史

滝沢南中学校 工藤　祐亮 佐藤　雄哉 大平　恵人 齊藤　陽大 大川　一馬 北湯口　和希 川村　康太

中野剣道 川村　正文 阿部　大亞 菅　秀介 山本　龍之介

西根中学校 前田　広一 鈴木　大洋 遠藤　澪叶 小野寺　駿太朗 上山　航平 澤尻　月護 工藤　優希

沼宮内中学校 渡部　ちひろ 尾形　駿介 髙橋　尚暉 鷹觜　航希 森　侑匡 志田　宗悦 佐藤　光

八幡平市剣道スポーツ少年団 澤尻　寛 佐々木　大雅 渡　春優 高橋　琉生 上山　漣司 工藤　優希

飛翔館 新山　生人 柳村　響 久光　拓海 大和　柊馬 松嶺　和葉 山内　響

松園中学校 阿部　志賀子 五十嵐　碧 高橋　颯一郎 大澤　怜

見前剣道スポーツ少年団 橋野　俊之 松阪　尚哉 湊　春 武内　俊樹 吉田　佳月 神　湖太朗 柳原　隼

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 佐藤　光寿 田中　函南 藤村　明熙 鈴木　星音 西田　樹 工藤　元哉

矢巾北中学校 野里　洋介 高橋　龍希 佐藤　空大 村上　述

滝沢中学校 佐々木　健一 井上　未來 鳥居　壱星 佐々木　健友 滝田　一稀 下権谷　颯



【中学生女子】

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員

大宮中学校 前川　貴子 田村　菜々実 堀口　姫乃 寺澤　菜々実 舘脇　菜々子

河南中学校 石関　由香 田村　夏凪海 太田　実那 伊藤　美優 廣瀬　直美

下小路中学校 大坂　忍 野川　愛薫 熊谷　まりな 関　愛裕里 森　　啓

下橋中学校 前川　信悟 佐藤　帆栞 岡崎　七海 田中　維織 齊藤　絢菜 堀江　知里

紫波第一中学校 高橋　康祐 菅原　紫音 野村　祈 佐々木　梨乃 佐藤　遙歩 佐藤　心優

仙北中学校 中目　由美子 岡田　華奈 村上　ひなの 川井　菜々子 及川　千晴

滝沢・厨川・附属合同 中館　真紀 山口　晃季 山田　美珠希 細川　愛心 渡部　まなか 近江　宮奈

滝沢剣道スポーツ少年団 安藤　克博 平賀　彩乃 舘　苺香 樋口　萌

滝沢南中学校 森　進輔 萬徳　桃佳 櫻　雛乃 鈴木　愛乃 武田　芙羽香 松岡　砂子 去石　美虹

西根中学校 前田　広一 青刈結花 米島　凜佳 遠藤　由紀乃 山口　眞美

沼宮内中学校 渡部　ちひろ 田沼　夢叶 武田　奈々 田沼　実夢 瀧口　真優子 松森　沙恵 堀江　紅葉

北陵中学校 白土　倫子 佐藤　沙熙 古舘　美聖 鈴木　優子 金野　みずき 吉田　伊織

松園中学校 阿部　志賀子 佐々木　彩日 和多田　優衣 加藤　麻子 本間　櫻

見前剣道スポーツ少年団 橋野　俊之 高橋　茉生 野崎　汐音 齋藤　まゆか 小笠原　結菜 川原　優理 前川　祐月

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 佐藤　光寿 及川　紗綾 上総　桃佳 和山　楓奈 釜澤　杏奈 金田　夕貴


