
チーム名・団体名 種別 部門 姓 名 姓カナ 名カナ 学年 性別

下橋中学校 個人戦 中学生男子の部 小原 真 オバラ マコト 2

下橋中学校 個人戦 中学生男子の部 遠野 晄介 トオノ コウスケ 2

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 田村 京己 オバラ ケイキ 1

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 小原 真 オバラ マコト 2

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 高澤 嘉向 タカザワ カムイ 1

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 遠野 晄介 トオノ コウスケ 2

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 中村 晴哉 ナカムラ ハルヤ 2

下橋中学校 団体戦 中学生男子の部 山口 旺眞 ヤマグチ オウマ 1

観武会 個人戦 小学３年生以下の部 木村 瑛多 キムラ エイタ 3 男

観武会 個人戦 小学３年生以下の部 佐々木 雅人 ササキ マサト 3 男

観武会 個人戦 小学４年生の部 ウイス 仁 ウイス ジン 4 男

観武会 個人戦 小学５年生の部 上総 佳樹 カズサ ヨシキ 5 男

観武会 個人戦 小学５年生の部 吉谷地 櫂成 ヨシヤチ カイセイ 5 男

観武会 個人戦 小学６年生の部 佐々木 俊輔 ササキ シュンスケ 6 男

観武会 団体戦 小学生の部 ウイス 仁 ウイス ジン 4 男

観武会 団体戦 小学生の部 木村 瑛多 キムラ エイタ 3 男

観武会 団体戦 小学生の部 木村 颯典 キムラ ソウスケ 5 男

観武会 団体戦 小学生の部 佐々木 俊輔 ササキ シュンスケ 6 男

観武会 団体戦 小学生の部 佐々木 雅人 ササキ マサト 3 男

観武会 団体戦 小学生の部 吉谷地 櫂成 ヨシヤチ カイセイ 5 男

見前スポ少・矢巾中合同 団体戦 中学生男子の部 及川 春斗 オイカワ アズト 1

見前スポ少・矢巾中合同 団体戦 中学生男子の部 岡田 翔誠 オカダ ショウマ 2

見前スポ少・矢巾中合同 団体戦 中学生男子の部 後藤 陸 ゴトウ リク 2

見前スポ少・矢巾中合同 団体戦 中学生男子の部 滝田 晃靖 タキタ コウセイ 2

見前スポ少・矢巾中合同 団体戦 中学生男子の部 千葉 悠太 チバ ユウタ 2

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 小倉 空翔 オグラ クウガ 3 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 後藤 颯友 ゴトウ ソウスケ 3 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 及川 冬和 オイカワ トウワ 4 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 猿舘 伸 サルダテ ノブ 4 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 五日市 璃葵 イツカイチ リオ 5 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 多田 悠 タダ ヒサシ 5 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 福士 咲斗 フクシ サクト 6 男

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 神 暖向 ジン ヒナタ 2

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 鈴木 佳苗 スズキ カナエ 2

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 滝田 晃靖 タキタ コウセイ 2

見前剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 千葉 悠太 チバ ユウタ 2

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 五日市 璃葵 イツカイチ リオ 5 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 及川 冬和 オイカワ トウワ 4 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 猿舘 伸 サルダテ ノブ 4 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 多田 悠 タダ ヒサシ 5 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 舘林 啓仁 タテバヤシ ハルト 5 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 福士 咲斗 フクシ サクト 6 男

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 佐々木 沙菜 ササキ サナ 1

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 神 暖向 ジン ヒナタ 2

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 鈴木 絢菜 スズキ アヤナ 1

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 鈴木 佳苗 スズキ カナエ 2

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 向井 朋乃 ムカイ ホノ 1

見前剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 吉田 彩乃 ヨシダ アヤノ 1

見前南中学校 個人戦 中学生女子の部 佐々木 美穂 ササキ ミホ 2

見前南中学校 個人戦 中学生女子の部 高澤 彩香 タカザワ アヤカ 2

見前南中学校 団体戦 中学生女子の部 石﨑 いろは イシザキ イロハ 2

見前南中学校 団体戦 中学生女子の部 佐々木 美穂 ササキ ミホ 2

見前南中学校 団体戦 中学生女子の部 高澤 彩香 タカザワ アヤカ 2



見前南中学校 団体戦 中学生女子の部 細矢 凛菜子 ホソヤ リナコ 2

向中野・滝沢クラブ 団体戦 小学生の部 片山 諒 カタヤマ リョウ 2 男

向中野・滝沢クラブ 団体戦 小学生の部 北川 翔一朗 キタガワ ショウイチロウ 6 男

向中野・滝沢クラブ 団体戦 小学生の部 小守林 寛菜 コモリバヤシ カンナ 5 女

向中野・滝沢クラブ 団体戦 小学生の部 高橋 温大 タカハシ ハルト 5 男

向中野・滝沢クラブ 団体戦 小学生の部 松原 美桜 マツハラ ミオ 6 女

向中野剣道教室 個人戦 小学３年生以下の部 片山 諒 カタヤマ リョウ 2 男

向中野剣道教室 個人戦 小学５年生の部 小守林 寛菜 コモリバヤシ カンナ 5 女

向中野剣道教室 個人戦 小学５年生の部 高橋 温大 タカハシ ハルト 5 男

向中野剣道教室 個人戦 小学６年生の部 松原 美桜 マツハラ ミオ 6 女

黒石野中学校 個人戦 中学生女子の部 佐々木 清良 ササキ キヨラ 2

黒石野中学校 個人戦 中学生男子の部 若生 友慧 ワコウ トモアキ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 上野 咲麗 ウワノ サクラ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 後藤 結衣香 ゴトウ ユイカ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 佐々木 清良 ササキ キヨラ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 高橋 伶 タカハシ リョウ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 夏谷 珈蓮 ナツヤ カレン 2

黒石野中学校 団体戦 中学生女子の部 箱石 真奈 ハコイシ マナ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 大橋 陽斗 オオハシ ハルト 1

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 遅澤 優成 オソザワ ユウセイ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 近藤 愛捷 コンドウ アサト 2

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 佐藤 晴紀 サトウ ハルキ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 藤田 一茂 フジタ カズシゲ 2

黒石野中学校 団体戦 中学生男子の部 若生 友慧 ワコウ トモアキ 2

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 高藤 友佳理 タカフジ ユカリ 3 女

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 滝本 楓乃 タキモト カノ 3 女

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 高藤 渉 タカフジ ワタル 6 男

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 村井 紘輝 ムライ コウキ 6 男

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 赤澤 佳歩 アカザワ カホ 2

山岸剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 藤澤 柚里 フジサワ ユリ 1

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 及川 優陽 オイカワ ユウヒ 3 女

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 高藤 友佳理 タカフジ ユカリ 3 女

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 高藤 渉 タカフジ ワタル 6 男

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 滝本 楓乃 タキモト カノ 3 女

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 滝本 将隆 タキモト マサタカ 6 男

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 村井 紘輝 ムライ コウキ 6 男

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 赤澤 佳歩 アカザワ カホ 2

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 赤澤 那奈 アカザワ ナナ 1

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 大下 姫凪 オオシタ ヒナキ 1

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 高野 望来 タカノ ミク 1

山岸剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 藤澤 柚里 フジサワ ユリ 1

志青館 個人戦 中学生女子の部 阿部 倖乃 アベ ユキノ 2

志青館 個人戦 中学生女子の部 藤澤 結愛 フジサワ ユメ 2

志青館 団体戦 中学生女子の部 阿部 倖乃 アベ ユキノ 2

志青館 団体戦 中学生女子の部 久保田 有夏 クボタ ユウカ 2

志青館 団体戦 中学生女子の部 千田 灯 チダ アカリ 2

志青館 団体戦 中学生女子の部 藤澤 結愛 フジサワ ユメ 2

志青館 団体戦 中学生女子の部 山岸 友里奈 ヤマギシ ユリナ 2

紫波第一中学校 個人戦 中学生女子の部 下川　　 真唯 シモカワ マイ 2

紫波第一中学校 個人戦 中学生女子の部 鈴木 七都 スズキ ナツ 2

紫波第一中学校 個人戦 中学生男子の部 中嶋 諒平 ナカシマ リョウヘイ 2

紫波第一中学校 個人戦 中学生男子の部 新関 優仁 ニイゼキ ヒサト 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 大下 玲乃 オオシタ レノ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 階　 朝香 シナ アサカ 2



紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 下川　　 真唯 シモカワ マイ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 鈴木 七都 スズキ ナツ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 高橋 知里 タカハシ チサト 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生女子の部 松原 ほのか マツバラ ホノカ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 朝日田 禮 アサヒダ ライ 1

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 昆 佑樹 コン ユウキ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 佐藤 優翔 サトウ ヒロト 1

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 滝澤 星登 タキザワ セイト 1

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 中嶋 諒平 ナカシマ リョウヘイ 2

紫波第一中学校 団体戦 中学生男子の部 新関 優仁 ニイゼキ ヒサト 2

紫波第三中学校 個人戦 中学生女子の部 佐藤 藍佳 サトウ アイカ 2

紫波第三中学校 個人戦 中学生女子の部 北條 和 ホウジョウ ニコ 2

紫波第三中学校 個人戦 中学生男子の部 小野　 珠羽 オノ シュウ 2

紫波第三中学校 個人戦 中学生男子の部 関口 隼 セキグチ ハヤト 2

松園中学校 個人戦 中学生女子の部 高宮 雛那 タカミヤ ヒナ 2

松園中学校 個人戦 中学生女子の部 遊座 清香 ユザ サヤカ 1

松園中学校 個人戦 中学生男子の部 菊池 陸利 キクチ リクト 1

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学３年生以下の部 中澤 嬉子 ナカサワ キコ 3 女

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学３年生以下の部 水賀美 裕真 ミズガミ ユウマ 3 男

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学４年生の部 田中 優莉奈 タナカ ユリナ 4 女

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学４年生の部 宮崎 羚 ミヤザキ リョウ 4 男

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学５年生の部 川口 夏輝 カワグチ ナツキ 5 男

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学５年生の部 水賀美 幸穂 ミズガミ サホ 5 女

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学６年生の部 田中 優翔 タナカ ユウト 6 男

沼宮内剣道少年団 個人戦 小学６年生の部 田沼 悠夢 タヌマ ヒロム 6 男

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 川口 夏輝 カワグチ ナツキ 5 男

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 田中 優翔 タナカ ユウト 6 男

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 田沼 悠夢 タヌマ ヒロム 6 男

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 三浦 匠 ミウラ タクミ 6 男

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 水賀美 幸穂 ミズガミ サホ 5 女

沼宮内剣道少年団 団体戦 小学生の部 宮崎 羚 ミヤザキ リョウ 4 男

沼宮内中学校 個人戦 中学生女子の部 平野 倭子 ヒラノ ワコ 2

沼宮内中学校 個人戦 中学生男子の部 宮﨑 龍生 ミヤザキ リュウセイ 1

沼宮内中学校 個人戦 中学生男子の部 山中 隆人 ヤマナカ リュウト 1

沼宮内中学校 団体戦 中学生女子の部 田沼 実夢 タヌマ ミユ 3

沼宮内中学校 団体戦 中学生女子の部 平野 倭子 ヒラノ ワコ 2

沼宮内中学校 団体戦 中学生女子の部 堀江 紅葉 ホリエ クレハ 3

沼宮内中学校 団体戦 中学生男子の部 宮﨑 龍生 ミヤザキ リュウセイ 1

沼宮内中学校 団体戦 中学生男子の部 森　 侑匡 モリ ウキョウ 3

沼宮内中学校 団体戦 中学生男子の部 山中 隆澄 ヤマナカ リュウト 1

上田中学校 個人戦 中学生女子の部 高橋 由菜 タカハシ ユナ 2

上田中学校 個人戦 中学生女子の部 村松 和花菜 ムラマツ ワカナ 2

上田中学校 個人戦 中学生男子の部 岩清水 康太 イワシミズ コウタ 2

上田中学校 個人戦 中学生男子の部 菊池 颯太 キクチ ソウタ 2

上田中学校 団体戦 中学生女子の部 長岩 真子 ナガイワ マコ 1

上田中学校 団体戦 中学生女子の部 橋場 円 ハシバ マドカ 1

上田中学校 団体戦 中学生女子の部 村松 和花菜 ムラマツ ワカナ 2

上田中学校 団体戦 中学生女子の部 盛合 渚 モリアイ ナギサ 1

上田中学校 団体戦 中学生女子の部 山内 菜々子 ヤマウチ ナナコ 2

上田中学校 団体戦 中学生男子の部 泉舘 悠我 イズミダテ ユウガ 2

上田中学校 団体戦 中学生男子の部 岩清水 康太 イワシミズ コウタ 2

上田中学校 団体戦 中学生男子の部 菊池 颯太 キクチ ソウタ 2

上田中学校 団体戦 中学生男子の部 工藤 愁司 クドウ シュウジ 1

上田中学校 団体戦 中学生男子の部 中林 勇貴 ナカバヤシ ユウキ 2



上田中学校 団体戦 中学生男子の部 藤田 陽登 フジタ ハルト 2

上平沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 北條 詩民子 ホウジョウ ウタコ 3 女

上平沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 木村 和 キムラ ノドカ 4 女

上平沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 細川 玖輝 ホソカワ ヒサキ 5 男

上平沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 北條 想達 ホウジョウ ソウタツ 6 男

上平沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 木村 和 キムラ ノドカ 4 女

上平沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 北條 詩民子 ホウジョウ ウタコ 3 女

上平沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 北條 想達 ホウジョウ ソウタツ 6 男

上平沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 細川 玖輝 ホソカワ ヒサキ 5 男

城西中・松園中合同 団体戦 中学生男子の部 菊池 陸利 キクチ リクト 1

城西中・松園中合同 団体戦 中学生男子の部 佐藤 春希 サトウ ハルキ 1

城西中・松園中合同 団体戦 中学生男子の部 田口 以織 タグチ イオリ 1

城西中学校 個人戦 中学生女子の部 柏 美咲 カシワ ミサキ 2

城西中学校 個人戦 中学生女子の部 木村 彩瑚 キムラ アコ 2

城西中学校 個人戦 中学生男子の部 佐藤 春希 サトウ ハルキ 1

城西中学校 個人戦 中学生男子の部 田口 以織 タグチ イオリ 1

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 柏 美咲 カシワ ミサキ 2

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 木村 彩瑚 キムラ アコ 2

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 金 優希 コン ユウキ 2

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 佐々木 彩羽 ササキ イロハ 1

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 平賀 詩織 ヒラカ シオリ 2

城西中学校 団体戦 中学生女子の部 平賀 美帆 ヒラカ ミホ 2

城南・盛岡仙北合同 団体戦 中学生男子の部 一戸 優甫 イチノヘ ユウスケ 2

城南・盛岡仙北合同 団体戦 中学生男子の部 佐藤 泰知 サトウ タイチ 1

城南・盛岡仙北合同 団体戦 中学生男子の部 鈴木 陽希 スズキ ハルキ 2

城南スポ少・松園中合同 団体戦 中学生女子の部 上総 桃佳 カズサ モモカ 3

城南スポ少・松園中合同 団体戦 中学生女子の部 高宮 雛那 タカミヤ ヒナ 2

城南スポ少・松園中合同 団体戦 中学生女子の部 遊座 清香 ユザ サヤカ 1

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 内山 功大 ウチヤマ コウダイ 3 男

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 橘 悠介 タチバナ ユウスケ 2 男

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 葛巻 玲 クズマキ レイ 4 女

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 葛西 風太 カサイ フウタ 5 男

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 松下 晃清 マツシタ コウセイ 5 男

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 及川 智世 オイカワ トモヨ 6 女

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 藤岡 逞仁 フジオカ タクト 6 男

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 上総 桃佳 カズサ モモカ 3

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 内山 侑大 ウチヤマ ユウダイ 1

城南剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 鈴木 陽希 スズキ ハルキ 2

城南剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 内山 功大 ウチヤマ コウダイ 3 男

城南剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 葛西 風太 カサイ フウタ 5 男

城南剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 葛巻 綾 クズマキ リョウ 6 女

城南剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 鈴木 優里 スズキ ユウリ 6 男

城南剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 松下 晃清 マツシタ コウセイ 5 男

新明館橋市道場 個人戦 小学３年生以下の部 浅香 昴 アサカ スバル 2 男

新明館橋市道場 個人戦 小学３年生以下の部 佐藤 美玖 サトウ ミク 2 女

新明館橋市道場 個人戦 小学４年生の部 千葉 妃 チバ キサキ 4 女

新明館橋市道場 個人戦 小学５年生の部 仁昌寺 崇 ニショウジ タカシ 5 男

新明館橋市道場 個人戦 小学６年生の部 岩舘 柚乃 イワダテ ユノ 6 女

新明館橋市道場 個人戦 小学６年生の部 吉田 結衣 ヨシダ ユイ 6 女

新明館橋市道場 個人戦 中学生男子の部 仁昌寺 恒 ニショウジ ヒサシ 1

新明館橋市道場 団体戦 小学生の部 岩舘 柚乃 イワダテ ユノ 6 女

新明館橋市道場 団体戦 小学生の部 佐藤 陽哉 サトウ ハルヤ 6 男

新明館橋市道場 団体戦 小学生の部 千葉 妃 チバ キサキ 4 女

新明館橋市道場 団体戦 小学生の部 仁昌寺 崇 ニショウジ タカシ 5 男



新明館橋市道場 団体戦 小学生の部 吉田 結衣 ヨシダ ユイ 6 女

厨川尚武館 個人戦 小学３年生以下の部 盛合 湊 モリアイ ミナト 3 男

厨川尚武館 個人戦 小学４年生の部 浅香 颯 アサカ ハヤテ 4 男

厨川尚武館 個人戦 小学４年生の部 大柏 稟恩 オオカシワ リオン 4 女

厨川尚武館 個人戦 小学５年生の部 熊谷 瑠 クマガイ ルイ 5 男

厨川尚武館 個人戦 小学５年生の部 田口 総一朗 タグチ ソウイチロウ 5 男

厨川尚武館 団体戦 小学生の部 浅香 颯 アサカ ハヤテ 4 男

厨川尚武館 団体戦 小学生の部 大柏 稟恩 オオカシワ リオン 4 女

厨川尚武館 団体戦 小学生の部 熊谷 瑠 クマガイ ルイ 5 男

厨川尚武館 団体戦 小学生の部 田口 総一朗 タグチ ソウイチロウ 5 男

厨川尚武館 団体戦 小学生の部 盛合 湊 モリアイ ミナト 3 男

厨川中・城南スポ少合同 団体戦 中学生男子の部 祝田 高佑 イワイタ コウスケ 2

厨川中・城南スポ少合同 団体戦 中学生男子の部 内山 侑大 ウチヤマ ユウダイ 2

厨川中・城南スポ少合同 団体戦 中学生男子の部 加藤 祥史 カトウ ショウジ 2

厨川中・城南スポ少合同 団体戦 中学生男子の部 桑島 康輔 クワシマ コウスケ 1

厨川中・城南スポ少合同 団体戦 中学生男子の部 齊藤 寿樹 サイトウ トシキ 1

厨川中学校 個人戦 中学生男子の部 祝田 高佑 イワイタ コウスケ 2

厨川中学校 個人戦 中学生男子の部 加藤 祥史 カトウ ショウジ 2

正修館 個人戦 小学３年生以下の部 小野 琥太郎 オノ コタロウ 3 男

正修館 個人戦 小学３年生以下の部 村上 陽斗 ムラカミ ハルト 2 男

正修館 個人戦 小学５年生の部 高橋 光瑠 タカハシ  ミツル 5 男

正修館 個人戦 小学６年生の部 鎌田 奈々 カマタ ナナ 6 女

正修館 個人戦 小学６年生の部 田沼 大昂 タヌマ ヒロアキ 6 男

正修館 団体戦 小学生の部 小野 琥太郎 オノ コタロウ 3 男

正修館 団体戦 小学生の部 鎌田 奈々 カマタ ナナ 6 女

正修館 団体戦 小学生の部 高橋 光瑠 タカハシ  ミツル 5 男

正修館 団体戦 小学生の部 田沼 大昂 タヌマ ヒロアキ 6 男

正修館 団体戦 小学生の部 村上 陽斗 ムラカミ ハルト 2 男

盛岡剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 岩舘 感太郎 イワダテ カンタロウ 3 男

盛岡剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 3 男

盛岡剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 木村 美瑚 キムラ ミコ 4 女

盛岡剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 八重樫 颯希 ヤエガシ サツキ 4 女

盛岡剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 山田 瑛太 ヤマダ エイタ 5 男

盛岡剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 岩舘 感太郎 イワダテ カンタロウ 3 男

盛岡剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 木村 美瑚 キムラ ミコ 4 女

盛岡剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 八重樫 颯希 ヤエガシ サツキ 4 女

盛岡剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 山田 瑛太 ヤマダ エイタ 5 男

盛岡剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 3 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学３年生以下の部 青柳 瑠悟 アオヤギ ルイゴ 2 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学３年生以下の部 野原 飛鳥 ノハラ アスカ 3 女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学４年生の部 青柳 楓悟 アオヤギ フウゴ 4 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学４年生の部 鈴木 栞奈 スズキ カンナ 4 女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学５年生の部 鈴木 琥太郎 スズキ コタロウ 5 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学５年生の部 山崎 武蔵 ヤマザキ ムサシ 5 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 個人戦 小学６年生の部 大和 蒼流 ヤマト ソウリュウ 6 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 青柳 楓悟 アオヤギ フウゴ 4 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 青柳 瑠悟 アオヤギ ルイゴ 2 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 鈴木 栞奈 スズキ カンナ 4 女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 鈴木 琥太郎 スズキ コタロウ 5 男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 野原 飛鳥 ノハラ アスカ 3 女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 団体戦 小学生の部 山崎 武蔵 ヤマザキ ムサシ 6 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 印牧 晃志 カネマキ コウシ 5 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 髙橋 千洋 タカハシ チヒロ 6 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 樋口 風成 ヒグチ カザナリ 6 男



盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 川村 夏鈴 カワムラ カリン 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 高橋 瑠菜 タカハシ ルナ 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 一戸 優甫 イチノヘ ユウスケ 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 佐藤 泰知 サトウ タイチ 1

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 印牧 晃志 カネマキ コウシ 5 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 髙橋 千洋 タカハシ チヒロ 6 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 谷藤 凜香 タニフジ リカ 6 女

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 樋口 風成 ヒグチ カザナリ 6 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 村井 俊哉 ムライ トシヤ 6 男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 川村 夏鈴 カワムラ カリン 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 高橋 瑠菜 タカハシ ルナ 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 藤村 一希 フジムラ イツキ 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 藤原 和音 フジワラ カズネ 2

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 高橋 遼 タカハシ リョウ 3 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 八重畑 舞 ヤエハタ マイ 3 女

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 遠野 秋恒 トオノ アキノブ 4 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 藤原 晃成 フジワラ コウセイ 4 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 高橋 佑 タカハシ タスク 5 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 八重畑 優輝 ヤエハタ ユウキ 5 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 阿部 慎之介 アベ シンノスケ 6 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 佐々木 良太 ササキ リョウタ 6 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 阿部 慎之介 アベ シンノスケ 6 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 佐々木 良太 ササキ リョウタ 6 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 高橋 佑 タカハシ タスク 5 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 遠野 秋恒 トオノ アキノブ 4 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 藤原 晃成 フジワラ コウセイ 4 男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 八重畑 優輝 ヤエハタ ユウキ 5 男

盛岡南部 個人戦 小学３年生以下の部 五十嵐 仁羽歌 イガラシ ニワカ 女

盛岡南部 個人戦 小学３年生以下の部 永洞 結之 ナガホラ ユイノ 男

西根中学校 個人戦 中学生男子の部 上山 謡太 ウエヤマ ヨウタ 1

西根中学校 個人戦 中学生男子の部 田村 駿 タムラ シュン 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 上山 謡太 ウエヤマ ヨウタ 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 大塚 璃琥 オオツカ リク 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 大和田 俊介 オオワダ シュンスケ 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 小黒 俊輔 オグロ シュンスケ 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 小山田 圭吾 オヤマダ ケイゴ 1

西根中学校 団体戦 中学生男子の部 山本 嶺也 ヤマモト シンヤ 1

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 滝澤 翼 タキザワ ツバサ 3 男

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 新関 飛陽 ニイゼキ ヒヨ 3 女

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 朝日田 鳳 アサヒダ フウ 4 男

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 北田 堅人 キタダ ケント 4 男

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 菅原 麗奈 スガワラ レイナ 5 女

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 髙橋 宏河 タカハシ コウガ 5 男

赤石剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 中嶋 泰生 ナカジマ タイセイ 6 男

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 朝日田 鳳 アサヒダ フウ 4 男

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 北田 堅人 キタダ ケント 4 男

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 菅原 麗奈 スガワラ レイナ 5 女

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 髙橋 宏河 タカハシ コウガ 5 男

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 中嶋 泰生 ナカジマ タイセイ 6 男

赤石剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 新関 飛陽 ニイゼキ ヒヨ 3 女

仙鳳館 個人戦 小学３年生以下の部 千葉 都花 チバ イチカ 3 女

仙鳳館 個人戦 小学３年生以下の部 村井 秀 ムライ シュウ 3 男

仙鳳館 個人戦 小学４年生の部 片山 慶 カタヤマ ケイ 4 男

仙鳳館 個人戦 小学４年生の部 髙橋 充希 タカハシ ミツキ 4 男



仙鳳館 個人戦 小学５年生の部 高橋 結菜 タカハシ ユイナ 5 女

仙鳳館 個人戦 中学生女子の部 岡野 楓華 オカノ フウカ 1

仙鳳館 個人戦 中学生女子の部 西田 栞 ニシダ シオリ 1

仙鳳館 団体戦 小学生の部 片山 慶 カタヤマ ケイ 4 男

仙鳳館 団体戦 小学生の部 髙橋 充希 タカハシ ミツキ 4 男

仙鳳館 団体戦 小学生の部 高橋 結菜 タカハシ ユイナ 5 女

仙鳳館 団体戦 小学生の部 千葉 都花 チバ イチカ 3 女

仙鳳館 団体戦 小学生の部 村井 秀 ムライ シュウ 3 男

仙鳳館 団体戦 中学生女子の部 岡野 楓華 オカノ フウカ 1

仙鳳館 団体戦 中学生女子の部 千枝 咲 チエダ サキ 1

仙鳳館 団体戦 中学生女子の部 西田 栞 ニシダ シオリ 1

仙北剣道教室 個人戦 小学３年生以下の部 印牧 理紗 カネマキ リサ 3 女

仙北剣道教室 個人戦 小学３年生以下の部 佐藤 優翔 サトウ ユウショウ 2 男

仙北剣道教室 個人戦 小学４年生の部 沢田 佳代子 サワダ カヨコ 4 女

仙北剣道教室 個人戦 小学６年生の部 沢田 篤郎 サワダ アツロウ 6 男

仙北剣道教室 団体戦 小学生の部 印牧 理紗 カネマキ リサ 3 女

仙北剣道教室 団体戦 小学生の部 佐藤 優翔 サトウ ユウショウ 2 男

仙北剣道教室 団体戦 小学生の部 佐藤 涼一朗 サトウ リョウイチロウ 3 男

仙北剣道教室 団体戦 小学生の部 沢田 篤郎 サワダ アツロウ 6 男

仙北剣道教室 団体戦 小学生の部 沢田 佳代子 サワダ カヨコ 4 女

大宮中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 安藤 宥進 アンドウ ユウシン 1

大宮中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 石田 心海 イシダ イオン 2

大宮中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 千葉 龍之介 チバ リュウノスケ 1

大宮中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 中村 修 ナカムラ シュウ 1

大宮中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 廣瀬 竜也 ヒロセ タツヤ 2

大宮中学校 個人戦 中学生女子の部 田中 遙華 タナカ ハルカ 2

大宮中学校 個人戦 中学生女子の部 中村 雛 ナカムラ ヒナ 2

大宮中学校 個人戦 中学生男子の部 安藤 宥進 アンドウ ユウシン 1

大宮中学校 個人戦 中学生男子の部 千葉 龍之介 チバ リュウノスケ 1

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 小野 采花 オノ コトカ 2

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 鎌田 桃 カマタ モモ 2

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 川原 茉那果 カワハラ マナカ 2

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 鈴木 亜也葉 スズキ アヤハ 1

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 田中 遙華 タナカ ハルカ 2

大宮中学校 団体戦 中学生女子の部 中村 雛 ナカムラ ヒナ 2

滝沢剣道クラブ 個人戦 小学６年生の部 北川 翔一朗 キタガワ ショウイチロウ 6 男

滝沢剣道クラブ 個人戦 中学生女子の部 大沢 玲奈 オオサワ レナ 1

滝沢剣道クラブ 個人戦 中学生女子の部 鳥居 星羅 トリイ セイラ 1

滝沢剣道クラブ 団体戦 中学生女子の部 大沢 紗奈 オオサワ スズナ 2

滝沢剣道クラブ 団体戦 中学生女子の部 大沢 玲奈 オオサワ レナ 1

滝沢剣道クラブ 団体戦 中学生女子の部 川村 瑠花 カワムラ ルカ 1

滝沢剣道クラブ 団体戦 中学生女子の部 鳥居 星羅 トリイ セイラ 1

滝沢剣道クラブ 団体戦 中学生女子の部 野里 美月 ノザト ミツキ 2

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 一戸 優希亜 イチノヘ ユキア 男

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 田村 夢奈 タムラ ユメナ 女

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 舘 苺萌梨 タテ メモリ 女

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 櫻田 彩華 サクラダ アヤカ 2

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 羽山 杏珠 ハヤマ アンジュ 1

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 大石 翔睦 オオイシ カナム 1

滝沢剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 片山 航輔 カタヤマ コウスケ 1

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 浅利 祐希 アサリ ユウキ 4 男

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 一戸 優希亜 イチノヘ ユキア 4 男

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 舘 苺萌梨 タテ メモリ 6 女

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 田村 夢奈 タムラ ユメナ 4 女



滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 大下 浬瑚 オオシタ リコ 1

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 櫻田 彩華 サクラダ アヤカ 2

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 羽山 杏珠 ハヤマ アンジュ 1

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 原 由利南 ハラ ユリナ 2

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 藤島 音舞 フジシマ ネム 2

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 大石 翔睦 オオイシ カナム 1

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 片山 航輔 カタヤマ コウスケ 1

滝沢剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 髙橋 颯太 タカハシ ショウタ 1

滝沢中学校 個人戦 中学生女子の部 五十嵐 仁胡 イガラシ ニコ 1

滝沢中学校 個人戦 中学生女子の部 大平 琳 オオダイラ リン 2

滝沢中学校 個人戦 中学生男子の部 石田 心海 イシダ シオン 2

滝沢中学校 個人戦 中学生男子の部 佐々木 翔流 ササキ カケル 2

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 五十嵐 仁胡 イガラシ ニコ 1

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 大平 琳 オオダイラ リン 2

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 高清水 遥 タカシミズ ハルカ 2

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 畠山 樹 ハタケヤマ イツキ 2

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 松下 陽香 マツシタ ハルカ 2

滝沢中学校 団体戦 中学生女子の部 松嶺 結華 マツミネ ユウカ 1

滝沢南中学校 個人戦 中学生女子の部 及川 みのり オイカワ ミノリ 2

滝沢南中学校 個人戦 中学生女子の部 齊藤 心南 サイトウ ココナ 2

滝沢南中学校 団体戦 中学生女子の部 及川 みのり オイカワ ミノリ 2

滝沢南中学校 団体戦 中学生女子の部 齊藤 心南 サイトウ ココナ 2

滝沢南中学校 団体戦 中学生女子の部 藤原 咲子 フジワラ サキコ 1

滝沢南中学校 団体戦 中学生女子の部 宮島 楓 ミヤジマ カエデ 1

滝沢南中学校 団体戦 中学生女子の部 米島 聖菜 ヨネシマ セナ 2

琢新館 個人戦 中学生女子の部 桑原 日向子 クワハラ ヒナコ 2

琢新館 個人戦 中学生女子の部 藤澤 美怜 フジサワ ミレイ 2

琢新館 団体戦 中学生女子の部 桑原 日向子 クワハラ ヒナコ 2

琢新館 団体戦 中学生女子の部 高橋 桃佳 タカハシ モモカ 2

琢新館 団体戦 中学生女子の部 藤澤 美怜 フジサワ ミレイ 2

琢新館 団体戦 中学生女子の部 吉田 理子 ヨシダ リコ 1

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 石原 里桜 イシハラ リオ 5 女

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 髙橋 大智 タカハシ ダイチ 5 男

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 浅沼 智貴 アサヌマ トモキ 6 男

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 山口 智也 ヤマグチ トモヤ 6 男

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 七戸 渉真 シチノヘ ショウマ 2

中野剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 髙橋 大和 タカハシ ヤマト 2

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 浅沼 智貴 アサヌマ トモキ 6 男

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 石原 里桜 イシハラ リオ 5 女

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 七戸 真樹 シチノヘ マサキ 6 男

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 髙橋 大智 タカハシ ダイチ 5 男

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 藤森 千歳 フジモリ チトセ 5 女

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 山口 智也 ヤマグチ トモヤ 6 男

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 石原 琉伍 イシハラ リュウゴ 1

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 川越 優士 カワゴエ ユウシ 1

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 七戸 渉真 シチノヘ ショウマ 2

中野剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 髙橋 大和 タカハシ ヤマト 2

南進館道場 個人戦 中学生女子の部 日脇 紗弥 ヒワキ サヤ 2

南進館道場 個人戦 中学生女子の部 吉田 陽菜 ヨシダ ヒナ 2

南進館道場 団体戦 中学生女子の部 小笠原 利々花 オガサワラ リリカ 2

南進館道場 団体戦 中学生女子の部 去石 芽生 サリイシ メイ 2

南進館道場 団体戦 中学生女子の部 日脇 紗弥 ヒワキ サヤ 2

南進館道場 団体戦 中学生女子の部 吉田 陽菜 ヨシダ ヒナ 2

八幡平市剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 田村 那奈 タムラ ナナ 2 女



八幡平市剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 田村 優真 タムラ ユウマ 4 男

八幡平市剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 澤尻 眞由佳 サワジリ マユカ 6 女

八幡平市剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 澤尻 眞由佳 サワジリ マユカ 6 女

八幡平市剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 田村 那奈 タムラ ナナ 2 女

八幡平市剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 田村 優真 タムラ ユウマ 4 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 宮野 恵友 ミヤノ ケイスケ 2 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 宮野 優誠 ミヤノ ユウセイ 4 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 浅沼 玉華 アサヌマ タマカ 5 女

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 高田 純生 タカダ ジュンセイ 5 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 宮野 英寿 ミヤノ ヒデトシ 6 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 高田 桃奈 タカダ モモナ 1

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 藤村 芽生花 フジムラ メイカ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 伊藤 悠大 イトウ ユウダイ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生男子の部 副島 颯太 ソエジマ ソウタ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 浅沼 玉華 アサヌマ タマカ 5 女

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 高田 純生 タカダ ジュンセイ 5 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 宮野 恵友 ミヤノ ケイスケ 2 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 宮野 英寿 ミヤノ ヒデトシ 6 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 宮野 優誠 ミヤノ ユウセイ 4 男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 浅沼 侑希 アサヌマ ユキ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 菅原 七海 スガワラ ナナミ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 高田 桃奈 タカダ モモナ 1

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 田口 菜月 タグチ ナツキ 1

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生女子の部 藤村 芽生花 フジムラ メイカ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 伊藤 悠大 イトウ ユウダイ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 佐々木 柊 ササキ シュウ 1

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 副島 颯太 ソエジマ ソウタ 2

飯岡研心剣道スポーツ少年団 団体戦 中学生男子の部 狢澤 一希 ムジナザワ カズキ 1

不動会 個人戦 小学３年生以下の部 永洞 遥之 ナガホラ ハルノ 2 男

不動会 個人戦 小学３年生以下の部 吉田 倖 ヨシダ コウ 男

不動会 個人戦 小学４年生の部 五十嵐 仁都 イガラシ ジント 4 男

不動会 個人戦 小学４年生の部 下権谷 雪羽 しもごんや ユハ 4 女

不動会 個人戦 小学５年生の部 阿部 龍二 アベ リュウジ 5 男

不動会 個人戦 小学５年生の部 玉井 瞭平 タマイ リョウヘイ 5 男

不動会 団体戦 小学生の部 阿部 龍二 アベ リュウジ 5 男

不動会 団体戦 小学生の部 五十嵐 仁都 イガラシ ジント 4 男

不動会 団体戦 小学生の部 佐々木 涼太 ササキ リョウタ 3 男

不動会 団体戦 小学生の部 下権谷 雪羽 しもごんや ユハ 4 女

不動会 団体戦 小学生の部 玉井 瞭平 タマイ リョウヘイ 5 男

不動会 団体戦 小学生の部 永洞 遥之 ナガホラ ハルノ 2 男

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 佐々木 莉暖 ササキ レノン 3 女

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学３年生以下の部 山根 大輝 ヤマネ ダイキ 2 男

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 針生 百彩 ハリウ モモア 4 女

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学４年生の部 山根 大河 ヤマネ タイガ 4 男

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学５年生の部 佐々木 葉穏 ササキ ハノン 5 女

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 針生 清圓 ハリウ シノブ 6 男

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 小学６年生の部 藤原 由音 フジワラ ユイト 6 男

不動剣道スポーツ少年団 個人戦 中学生女子の部 中瀬 花 ナカセ ハナ 2

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 阿部 大雅 アベ タイガ 6 男

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 佐々木 葉穏 ササキ ハノン 5 女

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 高橋 翔太 タカハシ ショウタ 6 男

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 中瀬 唄 ナカセ ウタ 6 女

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 針生 清圓 ハリウ シノブ 6 男

不動剣道スポーツ少年団 団体戦 小学生の部 藤原 由音 フジワラ ユイト 6 男



北稜中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 浦辺 大夢 ウラベ ヒロム 2

北稜中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 上総 佳祐 カズサ ケイスケ 1

北稜中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 菊池 亜門 キクチ アモン 1

北稜中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 菊池 史門 キクチ シモン 1

北稜中・滝沢中合同 団体戦 中学生男子の部 佐々木 翔流 ササキ カケル 2

北陵中学校 個人戦 中学生男子の部 浦辺 大夢 ウラベ ヒロム 2

北陵中学校 個人戦 中学生男子の部 菊池 亜門 キクチ アモン 1

矢巾中学校 個人戦 中学生女子の部 髙橋 美晴 タカハシ ミハル 2

矢巾中学校 個人戦 中学生女子の部 藤原 ななみ フジワラ ナナミ 2

矢巾中学校 個人戦 中学生男子の部 岡田 翔誠 オカダ ショウマ 2

矢巾中学校 団体戦 中学生女子の部 岩間 美奈 イワマ ミイナ 2

矢巾中学校 団体戦 中学生女子の部 髙橋 寧々 タカハシ ネネ 1

矢巾中学校 団体戦 中学生女子の部 髙橋 美晴 タカハシ ミハル 2

矢巾中学校 団体戦 中学生女子の部 立花 真弥 タチバナ マミ 2

矢巾中学校 団体戦 中学生女子の部 藤原 ななみ フジワラ ナナミ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 佐藤 藍 サトウ アイカ 1

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 佐藤 想 サトウ ココロ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 髙橋 苺鈴 タカハシ メリ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 中野 心結 ナカノ ミユ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 北條 和 ホウジョウ ニコ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生女子の部 宮川 朋香 ミヤカワ トモカ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 小田中　 大岳 オダナカ タイガ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 小野　 珠羽 オノ シュウ 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 関口　 隼 セキグチ ハヤト 2

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 髙橋　 諄 タカハシ ジュン 1

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 藤原 幸平 フジワラ コウヘイ 1

矢巾北中・紫波三中合同 団体戦 中学生男子の部 松本　 倫太郎 マツモト リンタロウ 1

矢巾北中学校 個人戦 中学生女子の部 佐藤 想 サトウ ココロ 2

矢巾北中学校 個人戦 中学生女子の部 宮川 朋香 ミヤカワ トモカ 2

矢巾北中学校 個人戦 中学生男子の部 藤原 幸平 フジワラ コウヘイ 1

矢巾北中学校 個人戦 中学生男子の部 松本　 倫太郎 マツモト リンタロウ 1


