
団体戦（小学生）

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 人数

1 新明館橋市道場 谷藤　敬人

岩舘 感太郎

（イワダテ カンタロウ)-5年・男

八重樫 颯希

（ヤエガシ サツキ)-6年・女

吉田 圭佑

（ヨシダ ケイスケ)-5年・男

木村 美瑚

（キムラ ミコ)-6年・女

千葉 妃

（チバ キサキ)-6年・女 5

2
城南剣道スポーツ少年

団 橘　孝介

橘 敬介

（タチバナ ケイスケ)-2年・男

葛巻 玲

（クズマキ レイ)-6年・女

内山 功大

（ウチヤマ コウダイ)-5年・男

橘 悠介

（タチバナ ユウスケ)-4年・男 4

3 正修館 田沼　志津子

村上 陽斗

（ムラカミ ハルト)-4年・男

齋藤　 佳寿美

（サイトウ カスミ)-4年・女

工藤 航士朗

（クドウ コウシロウ)-5年・男

小野 琥太郎

（オノ コタロウ)-5年・男

細谷地 晃

（ホソヤチ コウ)-5年・男 5

4 不動会 荒田　千佳

永洞 遥之

（ナガホラ ハルノ)-4年・男

佐々木 涼太

（ササキ リョウタ)-5年・男

下権谷 雪羽

（シモゴンヤ ユハ)-6年・女

山本 健生

（ヤマモト ケンセイ)-6年・男

五十嵐 仁都

（イガラシ ジント)-6年・男 5

5 厨川尚武館 谷藤　博道

菊地 崇矢

（キクチ タカヤ)-3年・男

田口 芽莉衣

（タグチ メリイ)-3年・女

佐藤 蒼生

（サトウ アオイ)-3年・男

浅香 昴

（アサカ スバル)-4年・男

吉田 冴妃

（ヨシダ サキ)-5年・女 5

6 仙鳳館 古濱　久美子

村井 志成

（ムライ ユキナリ)-3年・男

印牧 樹里

（カネマキ ジュリ)-3年・女

片山 慶

（カタヤマ ケイ)-6年・男

片山 諒

（カタヤマ リョウ)-4年・男

櫻庭 蒼空

（サクラバ ソラ)-6年・女 5

7
盛岡西警察署もりにし

剣道教室 鈴木　次彦

村上 悠斗

（ムラカミ ユウト)-4年・男

野原 飛鳥

（ノハラ アスカ)-5年・女

青柳 瑠悟

（アオヤギ ルイゴ)-4年・男

鈴木 栞奈

（スズキ カンナ)-6年・女

青柳 楓悟

（アオヤギ フウゴ)-6年・男 5

8
盛岡仙北剣道スポーツ

少年団 日野　喜隆

村井 秀

（ムライ シュウ)-5年・男

沢田 佳代子

（サワダ カヨコ)-6年・女

千葉 都花

（チバ イチカ)-5年・女

猿舘 伸

（サルダテ ノブ)-6年・男

髙橋 充希

（タカハシ ミツキ)-6年・男 5

9 盛岡南部 五十嵐　竜大

永洞 結之

（ナガホラ ユウノ)-3年・男

五十嵐 仁羽歌

（イガラシ ニワカ)-3年・女

佐々木 日和

（ササキ ヒヨリ)-6年・男

藤澤 咲愛

（フジサワ サエ)-6年・女

吉田 倖

（ヨシダ コウ)-5年・男 5

10 観武会 八重樫　誠司

久島 琉依

（クジマ ルイ)-4年・女

木村 瑛多

（キムラ エイタ)-5年・男

ウィス 仁

（ウィス ジン)-6年・男 3

11
見前剣道スポーツ少年

団 武田　祐輔

橋本 瑠斗

（ハシモト リント)-5年・男

藤澤 芽咲

（フジサワ メイ)-6年・女

小倉 空翔

（オグラ クウガ)-5年・男

湊 秋音

（ミナト アキネ)-6年・女

後藤 颯友

（ゴトウ ソウスケ)-5年・男 5

12
飯岡研心剣道スポーツ

少年団 鈴木　亜央也

宮野 恵友

（ミヤノ ケイスケ)-4年・男

福原 楓

（フクハラ カエデ)-2年・男

宮野 優誠

（ミヤノ ユウセイ)-6年・男

角掛 竣生

（ツノカケ シュイ)-2年・男

渡邊 敬介

（ワタナベ ケイスケ)-5年・男 5

13
盛岡剣道スポーツ少年

団 谷藤　博道

菊地 美沙

（キクチ ミサ)-5年・女

佐藤 大起

（サトウ ダイキ)-2年・男

盛合 湊

（モリアイ ミナト)-5年・男

大柏 稟恩

（オオカシワ リオン)-6年・女

浅香 颯

（アサカ ハヤテ)-6年・男 5

14
山岸剣道スポーツ少年

団 高藤　政二

佐藤 涼一朗

（サトウ リョウイチロウ)-5年・男

及川 優陽

（オイカワ ユウヒ)-5年・女

大下 星乃芹

（オオシタ ホノセ)-6年・女

高藤 友佳理

（タカフジ ユカリ)-5年・女 4

15
盛岡中央剣道スポーツ

少年団 荒田　力

藤原 晃成

（フジワラ コウセイ)-6年・男

髙橋 遼

（タカハシ リョウ)-5年・男

吉田 道大

（ヨシダ ミチヒロ)-6年・男

佐々木 英太

（ササキ エイタ)-6年・男

遠野 秋恒

（トオノ アキノブ)-6年・男 5

15チーム 71人



団体戦（中学生男子）

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 人数

1 仙北中学校 生平　汐里

佐藤 泰知

（サトウ タイチ)-3年

沢田 篤郎

（サワダ アツロウ)-2年

仁昌寺 恒

（ニショウジ ヒサシ)-3年

仁昌寺 崇

（ニショウジ タカシ)-1年

原 舜人

（ハラ アキヒト)-3年 5

2 河南中学校 小野　あい子

村井 俊哉

（ムライ トシヤ)-2年

川越 優士

（カワゴエ ユウシ)-3年

佐々木 良太

（ササキ リョウタ)-2年

七戸 真樹

（シチノヘ マサキ)-2年

山口 智也

（ヤマグチ トモヤ)-2年 5

3
城南剣道スポーツ少年

団 松下　昌弘

松下 晃清

（マツシタ コウセイ)-1年

石原 琉伍

（イシハラ リュウゴ)-3年

鈴木 雄斗

（スズキ ユウト)-2年

藤岡 逞仁

（フジオカ タクト)-2年

内山 侑大

（ウチヤマ ユウダイ)-3年 5

4
見前剣道スポーツ少年

団 女鹿　晴信

多田 悠

（タダ ヒサシ)-1年

長澤 玲治

（ナガサワ レイジ)-2年

樋口 風成

（ヒグチ カザナリ)-2年

福士 咲斗

（フクシ サクト)-2年

及川 春斗

（オイカワ アズト)-3年 5

5 飯岡中学校 朴舘　伸顕

宮野 英寿

（ミヤノ ヒデトシ)-2年

狢澤 一希

（ムジナザワ カズキ)-3年

佐藤 直

（サトウ ナオ)-2年

藤村 周平

（フジムラ シュウヘイ)-2年

佐々木 柊

（ササキ シュウ)-3年 5

6 志峰館 前川　　貴子

熊谷 瑠

（クマガイ ルイ)-1年

高橋 光瑠

（タカハシ ミツル)-1年

田中 優弥

（タナカ ユウヤ)-2年

佐々木 雅扉

（ササキ ミヤビ)-2年 4

7 北陵中学校 井上　栄光

佐々木 俊輔

（ササキ シュンスケ)-2年

菊池 史門

（キクチ シモン)-3年

上総 佳祐

（カズサ ケイスケ)-3年

菊池 亜門

（キクチ アモン)-3年 4

8 厨川中学校 鈴木　清

佐藤 陽哉

（サトウ ハルヤ)-2年

山田 瑛太

（ヤマダ エイタ)-1年

齊藤 寿樹

（サイトウ トシキ)-3年

千田 昊

（チダ ソラ)-2年

工藤 大輝

（クドウ ダイキ)-2年 5

9 雄峰館 佐藤　陽

及川　 利仁

（オイカワ リヒト)-2年

萩原 洸太

（ハギハラ コウタ)-2年

佐藤 春希

（サトウ ハルキ)-3年

菊池　 陸利

（キクチ リクト)-3年

田口 以織

（タグチ イオリ)-3年 5

10 黒石野中学校 佐々木　友紀

照井 心之典

（テルイ シンノスケ)-3年

中嶋太一

（ナカジマタイチ)-2年

佐藤 晴紀

（サトウ ハルキ)-3年

大橋 陽斗

（オオハシ ハルト)-3年 4

11 見前南中学校 佐藤　綾香

山﨑 皇汰

（ヤマザキ コウタ)-2年

日脇 敬斗

（ヒワキ ケイト)-2年

藤原 大空

（フジワラ ソラ)-3年 3

12 上田中学校 上田　淳悟

新藤 航平

（シンドウ コウヘイ)-2年

齊藤 武

（サイトウ イサム)-2年

小笠原 喜悠

（オガサワラ ヨシヒサ)-3年

立原 樹太

（タチハラ コタ)-2年

千葉 晏仁

（チバ ハルヒト)-2年 5

13 仙鳳館 古濱　久美子

印牧 晃志

（カネマキ コウシ)-1年

鈴木 琥太郎

（スズキ コタロウ)-1年

村井 絋輝

（ムライ コウキ)-2年

高橋 温大

（タカハシ ハルト)-1年

高藤 渉

（タカフジ ワタル)-2年 5

14 下橋中学校 中村　健太郎

高澤 嘉向

（タカザワ カムイ)-3年

佐藤 心信

（サトウ ムネノブ)-2年

鈴木 優里

（スズキ ユウリ)-2年

山口 旺眞

（ヤマグチ オウマ)-3年

田村 京己

（タムラ ケイキ)-3年 5

15 大宮中学校 安藤　克博

中村 修

（ナカムラ シュウ)-3年

高橋 千洋

（タカハシ チヒロ)-2年

安藤 宥進

（アンドウ ユウシン)-3年

大久保 碧空

（オオクボ ソラ)-2年

千葉 龍之介

（チバ リュウノスケ)-3年 5

15チーム 70人



団体戦（中学生女子）

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 人数

1 上田中学校 中島　翠

盛合 渚

（モリアイ ナギサ)-3年

高間木 星

（タカマギ ヒカル)-3年

岩舘 柚乃

（イワダテ ユノ)-2年

長岩 真子

（ナガイワ マコ)-3年

橋場 円

（ハシバ マドカ)-3年 5

2 不動会 荒田　千佳

久保田 由羅

（クボタ ユラ)-2年

山本 ゆき菜

（ヤマモト ユキナ)-2年

五十嵐 仁胡

（イガラシ ニコ)-3年 3

3 黒石野中学校 佐々木　友紀

岡澤 美宙

（オカザワ ミソラ)-3年

水上 李衣

（ミズカミ リイ)-2年

田村 史織

（タムラ シオリ)-3年

村上 茉莉花

（ムラカミ マリカ)-2年

小野 ひより

（オノ ヒヨリ)-3年 5

4 見前南中学校 佐藤　綾香

長井 彩乃

（ナガイ アヤノ)-2年

佐々 亜胡

（ササ アコ)-2年

畠山 心寧

（ハタケヤマ ココネ)-2年

木村 詩

（キムラ ウタ)-2年

三上 小百合

（ミカミ サユリ)-2年 5

5
盛岡仙北剣道スポーツ

少年団 日野　喜隆

小守林 寛菜

（コモリバヤシ カンナ)-1年

木村 心美

（キムラ ココミ)-2年

高橋 結菜

（タカハシ ユイナ)-1年

大久保 美空

（オオクボ ミク)-2年

松原 美桜

（マツハラ ミオ)-2年 5

6 北陵中学校 井上　栄光

柳沢 七依

（ヤナギサワ ナナエ)-2年

佐々木 心愛

（ササキ ミノリ)-2年

川又 陽奈望

（カワマタ ヒナノ)-2年

福田 佐知

（フクダ サチ)-2年 4

7 大宮中学校 前川　貴子

北田 かのん

（キタダ カノン)-2年

鎌田 奈々

（カマタ ナナ)-2年

工藤 舞彩

（クドウ マアヤ)-2年 3

8
見前剣道スポーツ少年

団 冨樫　淳之介

阿部 絆梨

（アベ ハンナ)-2年

佐藤 香和美

（サトウ カナミ)-2年

佐々木 沙菜

（ササキ サナ)-3年

鈴木 絢菜

（スズキ アヤナ)-3年

吉田 彩乃

（ヨシタ アヤノ)-3年 5

9
盛岡中央剣道スポーツ

少年団 荒田　力

藤原 咲子

（フジワラ サキコ)-3年

佐藤 奈穂

（サトウ ナオ)-1年

吉田 理子

（ヨシダ リコ)-3年 3

10
城南剣道スポーツ少年

団 及川　伸也

石原 里桜

（イシハラ リオ)-1年

及川 智世

（オイカワ トモヨ)-2年

葛巻 綾

（クズマキ リョウ)-2年 3

11 飯岡中学校 朴舘　伸顕

菅原 暖花

（スガワラ ホノカ)-2年

浅沼 玉華

（アサヌマ タマカ）-1年

熊谷 凜

（クマガイ リン)-2年

熊谷 咲希

（クマガイ サキ)-2年

高田 桃奈

（タカダ モモナ)-3年 5

12 仙北中学校 中目　由美子

谷藤 凜香

（タニフジ リカ)-2年

岡野 楓華

（オカノ フウカ)-3年

西田 栞

（ニシダ シオリ)-3年

千枝 咲

（チエダ サキ)-3年

田口 菜月

（タグチ ナツキ)-3年 5

13 雄峰館 佐藤　陽

佐藤 凛

（サトウ リン)-2年

遊座 清香

（ユザ サヤカ)-3年

佐々木 彩羽

（ササキ イロハ)-3年 5

14 下小路中学校 駿河　秀一

高野 望来

（タカノ ミク)-3年

藤澤 柚里

（フジサワ ユリ)-3年

田村 心愛

（タムラ ココア)-3年

大下 姫凪

（オオシタ ヒナキ)-3年

赤澤 那奈

（アカサワ ナナ)-3年 5

14チーム 61人



団体戦（高校男子）

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 人数

1 盛岡第一高等学校 小野塚　正樹

安達 孝晟

（アダチ コウセイ)-2年

下権谷 颯

（シモゴンヤ ソウ)-3年

大川 一馬

（オオカワ カズマ)-3年

髙橋 颯一郎

（タカハシ ソウイチロウ)-2年

八木 光優起

（ヤギ ミツユキ)-3年 5

2 鵬南館 赤嵜　竜一

佐々木 星流

（ササキ セイリュウ)-1年

瀧田 晃靖

（タキタ コウセイ)-1年

村塚 稜

（ムラツカ リョウ）

岡田 翔誠

（オカダ ショウセイ)-1年

猫塚 湊太

（ネコヅカ ソウタ)-1年 5

3 江南義塾盛岡高等学校 長谷川　まゆみ

舘澤 康介

（タテサワ コウスケ)-2年

広瀨 竜也

（ヒロセ タツヤ)-1年

福澤 一樹

（フクザワ カズキ)-2年

森 侑匡

（モリ ウキョウ)-2年

阿部 伶慈

（アベ レイジ)-3年 5

4 盛岡中央高等学校 糸井　眞一

佐々木 創成

（ささき そうせい)-2年

渡辺 一諒

（わたなべ かずま)-2年

瀬川 忠義

（せがわ ただよし)-2年

大澤 怜

（おおさわ りょう)-2年

山岸 晴希

（やまぎし はるき)-3年 5

5 盛岡北高等学校 齋藤　徳夫

千葉 紳平

（チバ シンペイ)-2年

佐々木 翔流

（ササキ カケル)-1年

滝田 一稀

（タキタ カズキ)-2年

加藤 祥史

（カトウ ショウジ）-1年

西田 樹

（ニシダ タツキ)-3年 5

6 盛岡第四高等学校 金田一　裕美

工藤 元哉

（クドウ モトヤ)-3年

松坂 尚哉

（マツサカ ナオヤ)-2年

菅野 歩夢

（カンノ アユム)-3年

安藤 大道

（アンドウ ヒロミチ)-2年

坂本 遊野

（サカモト ユウヤ)-2年 5

7 盛岡南高等学校 赤嵜　竜一

石田 心海

（イシダ シオン)-1年

佐藤 優大

（サトウ ユウダイ)-2年

佐藤 俊峰

（サトウ シュンホウ)-3年

松本 悠真

（マツモト ユウマ)-3年

皆川 岳輝

（ミナカワ タケル)-3年 5

8 岩手高等学校 川村　啓彰

小野 珠羽

（オノ シュウ)-1年

千葉 悠太

（チバ ユウタ)-1年

田中 函南

（タナカ カンナ)-2年

鈴木 大洋

（スズキ タイヨウ)-2年 5

9 盛岡市立高等学校 牧野　秀教

大森 勇輝

（オオモリ ユウキ)-2年

佐々木 健友

（ササキ ケンユウ)-2年

五日市 風太

（イツカイチ フウタ)-2年

川村 康太

（カワムラ コウタ)-2年

高橋 佑

（タカハシ ユウ)-3年 5

10 白楊剣友会 金田一　裕美

馬場 崚輔

（ババ リョウスケ)-2年

永田 楓河

（ナガタ フウガ)-2年

川原 滉弥

（カワハラ コウヤ)-3年 5

11 盛岡第三高等学校 深田　耕治

篠畑 大樹

（シノハタ ダイキ)-2年

田村 魁士

（タムラ カイシ)-3年

高橋 昂河

（タカハシ コウガ)-3年

遠藤 澪叶

（エンドウ レイト)-3年

飯塚 蓮

（イイヅカ レン)-3年 5

11 55人



団体戦（高校女子）

チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 人数

1 盛岡白百合高等学校 西川　美穂

佐々木 花純

（ササキ カスミ)-3年

山田 美珠希

（ヤマダ ミズキ)-3年

野中 理名

（ノナカ リナ)-3年

野中 琉名

（ノナカ ルナ)-3年

伊藤 君香

（イトウ キミカ)-3年 5

2 盛岡市立高等学校 菊池　智子

原 由利南

（ハラ ユリナ)-1年

佐々木 和奏

（ササキ ワカナ)-2年

白石 舞桜

（シライシ マオ)-2年 3

3 江南義塾盛岡高等学校 長谷川　まゆみ

田沼 実夢

（タヌマ ミユ)-2年

吉田 陽菜

（ヨシダ ヒナ)-1年

針生 望愛

（ハリウ ノア)-2年

熊谷 まりな

（クマガイ マリナ)-2年

堀江 紅葉

（ホリエ クレハ)-2年 5

4 盛岡第四高等学校 金田一　裕美

古舘 美聖

（フルダテ ミサト)-3年

大沢 紗奈

（オオサワ スズナ)-1年

前川 祐月

（マエカワ ユヅキ)-2年

日脇 紗弥

（ヒワキ サヤ)-1年

鈴木 優子

（スズキ ユウコ)-2年 5

5 盛岡南高等学校 赤嵜　竜一

伊藤 愛菜

（イトウ アイナ)-1年

小早川 優衣

（コバヤカワ ユイ)-1年

舘 苺香

（タテ イチカ)-2年

神 暖向

（ジン ヒナタ)-1年

大町 比楽莉

（オオマチ ヒラリ)-1年 5

6 盛岡第三高等学校 藤澤　仁美

村松 芽依

（ムラマツ メイ)-3年

佐々木 梨乃

（ササキ リノ)-2年

長岩 莉子

（ナガイワ リコ)-2年

小原 結実

（オバラ ユウミ)-2年

金田一 蘭奈

（キンダイチ ラナ)-3年 5

7 盛岡北高等学校 齋藤　徳夫

野里 美月

（ノザト ミツキ）-1年

鈴木 佳苗

（スズキ カナエ）-1年

松森 沙恵

（マツモリ サエ)-2年

田中 遙華

（タナカ ハルカ）-1年

山口 晃季

（ヤマグチ アキ)-2年 5

8 盛岡第一高等学校 小野塚　正樹

佐々木 美緒

（ササキ ミオ)-2年

髙橋 夕桜

（タカハシ ユラ)-2年

近江 宮奈

（オウミ ミヤナ)-2年

野川 愛薫

（ノガワ マナカ)-2年

樋口 萌

（ヒグチ モエ)-3年 5

8チーム 38人


