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団体名 部門 チーム名 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 補員 人数

不動剣道豪気館 小学生の部 不動剣道豪気館 藤村 直子 針生 涼愛(2女) 阿部 優希(3男) 菅原 大翔(3男) 3

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 村上 和之 青柳 瑠悟(5男) 野原 飛鳥(6女) 吉田 悠真(6男) 村上 悠斗(5男) 山本 涼(6男) 5

上平沢剣道スポーツ少年団 小学生の部 上平沢剣道スポーツ少年団 藤原 健吾 藤原 旭(5男) 佐藤 淳史(6男) 城戸 孝太郎(6男) 佐藤 亮征(6男) 北條 詩民子(6女) 鷹木 晴登(5男) 6

上田中学校 中学生男子の部 上田中学校 帷子 武洋 田邉 悠眞(2) 槻舘 凛(1) 七木田 陽(1) 佐々木 結軌(2) 印牧 晃志(2) 5

上田中学校 中学生女子の部 上田中学校 中島 翠 冨坂 麻鈴(2) 香森 咲良(2) 田中 咲緒(1) 赤坂 茉衣(2) 4

下橋中学校 中学生男子の部 下橋中学校 中村 健太郎 白澤 龍雅(2) 大﨑 響(2) 藤川 禅(2) 佐々木 優心(2) 4

不動会 小学生の部 不動会 森 潔史 吉田 倖(6男) 永洞 遥之(5男) 永洞 結之(4男) 五十嵐 仁羽歌(4女) 佐々木 涼太(6男) 5

不動会 中学生男子の部 不動会 森 潔史 五十嵐 仁都(1) 佐々木 日和(1) 玉井 瞭平(2) 3

不動剣道スポーツ少年団 小学生の部 不動剣道スポーツ少年団 藤村 達也 田中舘 暁音(4男) 菅原 直哉(3男) 針生 純璃亜(5女) 佐々木 莉暖(6女) 山根 大輝(5男) 5

不動剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 不動剣道スポーツ少年団 佐藤 俊之 南條 英昌(1) 滝沢 耕埜(2) 山根 大河(1) 菊池 昊(2) 藤原 一颯(2) 5

不動剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 不動剣道スポーツ少年団 佐藤 俊之 針生 百彩(1) 佐々木 葉穏(2) 島田 理来(1) 髙橋 蘭(2) 4

八幡平市剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 八幡平市剣道スポーツ少年団 澤尻 寛 田村 優真(1) 森 春輔(1) 石井 慶治(1) 髙橋 直優(1) 竹田 誉(1) 5

正修館 中学生男子の部 正修館 稲森 慧 吉田 英治(1) 淡路 隆希(1) 髙田 健人(1) 上川原 拓海(2) 吉田　 龍太(2) 5

仙北中学校 中学生男子の部 仙北中学校 生平 汐里 高橋 温大(2) 菅原 翔大(2) 仁昌寺 崇(2) 髙橋 拓都(2) 山崎 武蔵(2) 5

仙北中学校 中学生女子の部 仙北中学校 中目 由美子 佐々木 杏奈(2) 藤村 蒼佳(1) 沢田 佳代子(1) 久保田 桜凪(1) 高橋 結菜(2) 5

仙鳳館 小学生の部 仙鳳館 谷藤 瞭磨 印牧 樹里(4女) 藤澤 咲希(3女) 吉田 朔太郎(5男) 永富 怜雄(3男) 印牧 理紗(6女) 5

北陵中学校 中学生男子の部 盛岡市立北陵中学校 井上 栄光 越後谷 景吾(1) 菅原 琥太郎(1) 吉田 蓮(1) 小林 歩生(1) 4

志青館 中学生男子の部 志青館 鈴木 清 松下 晃清(2) 工藤 瑛太(1) 歌住 夢渚(2) 川又 大輝(1) 山田 瑛太(2) 5

城南剣道スポーツ少年団 小学生の部 城南剣道スポーツ少年団 橘 孝介 橘 悠介(5男) 釜田 颯(5男) 橘 敬介(3男) 鈴木 智華(4女) 内山 功大(6男) 戸川 紅葉(5女) 6

大宮中学校 中学生男子の部 大宮中学校 前川 貴子 高橋 充希(1) 藤村 奏太(2) 高橋　　 光瑠(2) 佐々木 空翔(2) 熊谷 瑠(2) 手島 大和(2) 6

大宮中学校 中学生女子の部 大宮中学校 安藤 克博 田村 夢奈(1) 宮野 優里(1) 阿部 冬音(2) 畠山 あんな(2) 千葉 妃(1) 5

正修館 小学生の部 正修館 田沼 志津子 西田 倫太朗(4男) 工藤 稜誠(2男) 工藤 航士朗(6男) 小野 琥太郎(6男) 細谷地 昊(6男) 5

正修館 中学生男子の部 正修館 三浦 由紀夫 吉田 英治(1) 淡路 隆希(1) 高田 健人(1) 上川原 拓海(2) 吉田 龍太(2) 5

山岸剣道スポーツ少年団 小学生の部 山岸剣道スポーツ少年団 高藤 政二 佐藤 涼一朗(6男) 及川 優陽(6女) 山口 海唯(6男) 高藤 友佳理(6女) 4

新明館橋市道場 小学生の部 新明館橋市道場 谷藤 敬人 岩舘 感太郎(6男) 佐藤 蒼生(4男) 盛合 湊(6男) 菊地 美沙(6女) 吉田 圭佑(6男) 5

河南中学校 中学生男子の部 河南中学校 小野 あい子 山本 琳大朗(2) 川越 煌大(2) 三上 徳希(2) 千葉 詢太(2) 髙橋 大智(2) 川越 煌大(2) 6

河南中学校 中学生女子の部 河南中学校 山内 洋子 藤田 紗綾(2) 細野 姫苺(2) 石原 里桜(2) 藤森 千歳(2) 4

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 宮﨑 詠司 水賀美 恵衣(4女) 中澤 嬉子(6女) 宮崎 藍鈴(5女) 岩崎 正直(6男) 水賀美 裕真(6男) 宮﨑 蓮士(4男) 6

沼宮内剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 田沼 智美 田沼 夢翔(1) 川畑 颯太(1) 簗場 凌煌(2) 近江 武蔵(1) 大坊 遥空(2) 田沼 悠夢(3) 6

滝沢中学校 中学生男子の部 滝沢中学校 箱石 順一郎 浅利 祐希(1) 高清水 柊(2) 吉谷地 櫂成(2) 3

滝沢南中学校 中学生男子の部 滝沢南中学校 森 進輔 藤原 晃成(1) 山本 健生(1) 小山 永輝(1) 吉田 虹大(2) 鈴木 琥太郎(2) 武田 幸明(1) 6

滝沢南中学校 中学生女子の部 滝沢南中学校 森 進輔 鈴木 栞奈(1) 吉田 葵惺(1) 千葉 汐璃(2) 長瀨 理子(2) 南舘 優花(2) 吉田 愛里(2) 6

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学生の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 荒田 力 大澤 史歩(5女) 佐々木 豪大(5男) 佐藤 孝太(6男) 八重畑 舞(6女) 髙橋 遼(6男) 照井 颯馬(3男) 6

盛岡中央剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 荒田 力 永沢 友悠(1) 八重畑 優輝(2) 髙橋 佑(2) 山口 智也(3) 4

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 小学生の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 日野 喜隆 村井 志成(4男) 大沼 完弥(5男) 千葉 都花(6女) 照井 伯虎(6男) 村井 秀(6男) 5

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 日野 喜隆 小守林 寛菜(2) 西田 真穂(1) 久保田 由羅(3) 3

盛岡剣道スポーツ少年団 小学生の部 盛岡剣道スポーツ少年団 谷藤 博道 佐藤 大起(3男) 田口 芽莉衣(4女) 菊地 崇矢(4男) 佐藤 美玖(5女) 吉田 冴妃(6女) 5

紫波第一中学校 中学生男子の部 紫波第一中学校 前田 広一 朝日田 鳳(1) 佐藤 祥(1) 髙橋 脩真(2) 樋下 紀晴(2) 髙橋 宏河(2) 伊藤 遼(1) 6

紫波第一中学校 中学生女子の部 紫波第一中学校 前田 広一 佐藤 栞菜(2) 小田中 心奈(2) 菅原 麗奈(2) 3
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紫波第三中学校 中学生男子の部 紫波第三中学校 藤原 健吾 鷹木 康太(2) 細川 玖輝(2) 佐藤 幸仁(2) 3

芝蘭剣友会 中学生男子の部 芝蘭剣友会 帷子 武洋 佐々木 英太(1) 前田 竣哉(1) 中澤 龍馬(1) 金子 想平(1) 4

西根中学校 中学生男子の部 西根中学校 牧野 良範 伊藤 遙助(1) 髙橋 義翔(1) 遠藤 悠月(1) 3

見前剣道スポーツ少年団 小学生の部 見前剣道スポーツ少年団 武田 祐輔 千葉 佑紀(4男) 藤澤 芽咲(6女) 小倉 空翔(6男) 武内 睦樹(5男) 後藤 颯友(6男) 5

見前剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 見前剣道スポーツ少年団 富樫 淳之介 吉田 大斗(2) 多田 悠(2) 秋田 悠吉(2) 五日市 莉葵(2) 4

見前剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 見前剣道スポーツ少年団 女鹿 晴信 橋山 遥(2) 湊 秋音(1) 昆 涼香(2) 3

見前南・城南 中学生女子の部 見前南・城南 佐藤 隆俊 桜田 愛來(1) 及川 心音(1) 葛巻 玲(1) 山下 瑠月(1) 小笠原 彩羽(1) 5

見前南中学校 中学生男子の部 見前南中学校 小林 陽子 小成 暁之(2) 佐野峯 来空(2) 佐々木 聖将(2) 舘林 啓仁(2) 4

観武会 小学生の部 観武会 八重樫 誠司 佐々木 雄大(5男) 久島 琉依(5女) 三上 双菜(5女) 長内 美喜(5女) 木村 瑛多(6男) 竹内 敦海(5男) 6

赤石剣道スポーツ少年団 小学生の部 赤石剣道スポーツ少年団 平井 和夫 中里 琉莉(4女) 藤村 諒(4男) 新関 飛陽(6女) 中里 花帆(6女) 滝澤 翼(6男) 5

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学生の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 中村 壽夫 宮野 恵友(5男) 福原 楓(3男) 福原 湊(5男) 中村 光(5女) 渡邊 敬介(6男) 角掛 竣生(3男) 6

飯岡研心剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 中村 壽夫 黒沼 凛花(2) 小野寺 和奏(2) 藤澤 千愛(1) 佐々木 小和(1) 浅沼 玉華(2) 松坂 心空(1) 6

黒石野中学校 中学生男子の部 黒石野中学校 青柳 憲司 阿部 奏汰(1) 青柳 楓悟(1) 千葉 修哉(2) 小島 優希(1) 4

黒石野中学校 中学生女子の部 黒石野中学校 青柳 憲司 山田 つばき(1) 森 乃ノ葉(1) 赤澤 さらん(2) 大柏 稟恩(1) 4


