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不動剣道豪気館 小学３年生以下の部 不動剣道豪気館 阿部 優希 アベ ユウキ 3男

不動剣道豪気館 小学３年生以下の部 不動剣道豪気館 菅原 大翔 スガワラ ヒロト 3男

不動剣道豪気館 中学生男子の部 不動剣道豪気館 中澤 京亮 ナカザワ キョウスケ 1

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学３年生以下の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 吉田 睦望 ヨシダ ムツミ 2女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学３年生以下の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 渡邊 妃夏美 ワタナベ ヒナミ 2女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学４年生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 尾形 舞桜 オガタ マオ 4女

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学５年生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 青柳 瑠悟 アオヤギ ルイゴ 5男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学５年生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 村上 悠斗 ムラカミ ユウト 5男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学６年生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 吉田 悠真 ヨシダ ユウマ 6男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 小学６年生の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 山本 涼 ヤマモト リョウ 6男

盛岡西警察署もりにし剣道教室 中学生男子の部 盛岡西警察署もりにし剣道教室 澤川 漣 サワカワ レン 2

上平沢剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 上平沢剣道スポーツ少年団 藤原 旭 フジワラ アラタ 3男

上平沢剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 上平沢剣道スポーツ少年団 鷹木 晴登 タカギ ハルト 5男

上平沢剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 上平沢剣道スポーツ少年団 藤原 光利彩 フジワラ ミリア 5女

上平沢剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 上平沢剣道スポーツ少年団 北條 詩民子 ホウジョウ ウタコ 6女

上平沢剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 上平沢剣道スポーツ少年団 須川 恭 スカワ キョウ 6男

上田中学校 中学生男子の部 上田中学校 印牧 晃志 カネマキ コウシ 2

上田中学校 中学生男子の部 上田中学校 七木田 陽 ナナキダ ヨウ 1

上田中学校 中学生女子の部 上田中学校 赤坂 茉衣 アカサカ マイ 2

上田中学校 中学生女子の部 上田中学校 香森 咲良 コウモリ サクラ 2

下橋中学校 中学生男子の部 下橋中学校 大﨑 響 オオサキ ヒビキ 2

下橋中学校 中学生男子の部 下橋中学校 白澤 龍雅 シラサワ リュウガ 2

不動会 小学３年生以下の部 不動会 小野寺 悠斗 オノデラ ハルト 2男

不動会 小学３年生以下の部 不動会 武山 翠咲 タケヤマ ミサキ 1女

不動会 小学４年生の部 不動会 五十嵐 仁羽歌 イガラシ ニワカ 4女

不動会 小学４年生の部 不動会 永洞 結之 ナガホラ ユウノ 4男

不動会 小学５年生の部 不動会 永洞 遥之 ナガホラ ハルノ 5男

不動会 小学６年生の部 不動会 佐々木 涼太 ササキ リョウタ 6男

不動会 小学６年生の部 不動会 吉田 倖 ヨシダ コウ 6男

不動会 中学生男子の部 不動会 玉井 瞭平 タマイ リョウヘイ 2

不動会 中学生男子の部 不動会 五十嵐 仁都 イガラシ ジント 1

不動会 中学生女子の部 不動会 下権谷 雪羽 シモゴンヤ ユハ 1

不動剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 不動剣道スポーツ少年団 菅原 直哉 スガワラ ナオヤ 3男

不動剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 不動剣道スポーツ少年団 田中舘 暁音 タナカダテ アキト 4男

不動剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 不動剣道スポーツ少年団 山根 大輝 ヤマネ ダイキ 5男

不動剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 不動剣道スポーツ少年団 針生 純璃亜 ハリウ ジュリア 5女

不動剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 不動剣道スポーツ少年団 佐々木 莉暖 ササキ レノン 6女

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 山根 大河 ヤマネ タイガ 1

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 藤原 一颯 フジワラ イブキ 2

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 髙橋 蘭 タカハシ ラン 2

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 針生 百彩 ハリウ モモア 1

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 石井 慶治 イシイ ケイジ 1

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 髙橋 直優 タカハシ ナオヤ 1

八幡平市剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 八幡平市剣道スポーツ少年団 山本 恋花 ヤマモト コノハ 2

正修館 中学生男子の部 正修館 吉田 龍太 ヨシダ リュウタ 2

正修館 中学生男子の部 正修館 上川原 拓海 カミカワラ タクミ 2

仙北中学校 中学生男子の部 仙北中学校 仁昌寺 崇 ニショウジ タカシ 2

仙北中学校 中学生男子の部 仙北中学校 山崎 武蔵 ヤマザキ ムサシ 2

仙北中学校 中学生女子の部 仙北中学校 高橋 結菜 タカハシ ユイナ 2

仙北中学校 中学生女子の部 仙北中学校 佐々木 杏奈 ササキ アンナ 2

仙鳳館 小学３年生以下の部 仙鳳館 藤澤 咲希 フジサワ サキ 3女

仙鳳館 小学３年生以下の部 仙鳳館 永富 怜雄 ナガトミ レオ 3男

仙鳳館 小学４年生の部 仙鳳館 印牧 樹里 カネマキ ジュリ 4女

仙鳳館 小学５年生の部 仙鳳館 吉田 朔太郎 ヨシダ サクタロウ 5男

仙鳳館 小学６年生の部 仙鳳館 印牧 理紗 カネマキ リサ 6女

北陵中学校 中学生男子の部 盛岡市立北陵中学校 菅原 琥太郎 スガワラ コタロウ 1

北陵中学校 中学生男子の部 盛岡市立北陵中学校 越後谷 景吾 エチゴヤ ケイゴ 1

志青館 中学生男子の部 志青館 山田 瑛太 ヤマダ エイタ 2
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志青館 中学生男子の部 志青館 松下 晃清 マツシタ コウセイ 2

城南剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 城南剣道スポーツ少年団 橘 敬介 タチバナ ケイスケ 3男

城南剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 城南剣道スポーツ少年団 浅利 大翔 アサリ ヒロト 3男

城南剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 城南剣道スポーツ少年団 鈴木 智華 スズキ チカ 4女

城南剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 城南剣道スポーツ少年団 橘 悠介 タチバナ ユウスケ 5男

城南剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 城南剣道スポーツ少年団 戸川 紅葉 トガワ クレハ 5女

城南剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 城南剣道スポーツ少年団 内山 功大 ウチヤマ コウダイ 6男

城西中学校 中学生男子の部 石川 紘奨 イシカワ コウスケ 2

城西中学校 中学生男子の部 浅香 颯 アサカ ハヤテ 1

城西中学校 中学生女子の部 八重樫 颯希 ヤエガシ サツキ 1

城西中学校 中学生女子の部 木村 美瑚 キムラ ミコ 1

大宮中学校 中学生男子の部 大宮中学校 熊谷 瑠 クマガイ ルイ 2

大宮中学校 中学生男子の部 大宮中学校 高橋 光瑠 タカハシ ミツル 2

大宮中学校 中学生女子の部 大宮中学校 千葉 妃 チバ キサキ 1

大宮中学校 中学生女子の部 大宮中学校 田村 夢奈 タムラ ユメナ 1

正修館 小学３年生以下の部 正修館 工藤 稜誠 クドウ リョウセイ 2男

正修館 小学４年生の部 正修館 西田 倫太朗 ニシダ リンタロウ 4男

正修館 小学６年生の部 正修館 細谷地 昊 ホソヤチ コウ 6男

正修館 小学６年生の部 正修館 小野 琥太郎 オノ コタロウ 6男

正修館 中学生男子の部 正修館 吉田 龍太 ヨシダ リュウタ 2

正修館 中学生男子の部 正修館 上川原 拓海 カミカワラ タクミ 2

八幡平市剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 八幡平市剣道スポーツ少年団 中村 隼斗 ナカムラ ハヤト 2男

八幡平市剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 八幡平市剣道スポーツ少年団 渡辺 雄太 ワタナベ ユウタ 2男

山岸剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 山岸剣道スポーツ少年団 高藤 友佳理 タカフジ ユカリ 6女

山岸剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 山岸剣道スポーツ少年団 佐藤 涼一朗 サトウ リョウイチロウ 6男

新明館橋市道場 小学３年生以下の部 新明館橋市道場 高橋 和生 タカハシ カズキ 2男

新明館橋市道場 小学３年生以下の部 新明館橋市道場 坂本 大和 サカモト ヤマト 2男

新明館橋市道場 小学４年生の部 新明館橋市道場 佐藤 蒼生 サトウ アオイ 4男

新明館橋市道場 小学４年生の部 新明館橋市道場 福田 樹生 フクダ タツキ 4男

新明館橋市道場 小学６年生の部 新明館橋市道場 岩舘 感太郎 イワダテ カンタロウ 6男

新明館橋市道場 小学６年生の部 新明館橋市道場 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 6男

河南中学校 中学生男子の部 河南中学校 川越 煌大 カワゴエ コウタ 2

河南中学校 中学生男子の部 河南中学校 髙橋 大智 タカハシ ダイチ 2

河南中学校 中学生女子の部 河南中学校 石原 里桜 イシハラ リオ 2

河南中学校 中学生女子の部 河南中学校 藤森 千歳 フジモリ チトセ 2

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 宮﨑 蓮士 ミヤザキ レンシ 4男

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 水賀美 恵衣 ミズガミ ケイ 4女

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 宮崎 藍鈴 ミヤザキ アイリ 5女

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 水賀美 裕真 ミズガミ ユウマ 6男

沼宮内剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 沼宮内剣道スポーツ少年団 中澤 嬉子 ナカサワ キコ 6女

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 悠夢 タヌマ ヒロム 3

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 大坊 遥空 ダイボウ ハルク 2

沼宮内中学校 中学生女子の部 沼宮内中学校 水賀美 幸穂 ミズガミ サホ 2

滝沢中学校 中学生男子の部 滝沢中学校 吉谷地 櫂成 ヨシヤチ カイセイ 2

滝沢中学校 中学生男子の部 滝沢中学校 高清水 柊 タカシミズ シュウ 2

滝沢中学校 中学生女子の部 滝沢中学校 千葉 愛加 チバ アイカ 1

滝沢南中学校 中学生男子の部 滝沢南中学校 藤原 晃成 フジワラ コウセイ 1

滝沢南中学校 中学生男子の部 滝沢南中学校 鈴木 琥太郎 スズキ コタロウ 2

滝沢南中学校 中学生女子の部 滝沢南中学校 鈴木 栞奈 スズキ カンナ 1

滝沢南中学校 中学生女子の部 滝沢南中学校 千葉 汐璃 チバ シオリ 2

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 照井 颯馬 テルイ ソウマ 3男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐々木 円花 ササキ マドカ 2女

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 大澤 史歩 オオサワ シホ 5女

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐々木 豪大 ササキ ゴウタ 5男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐藤 孝太 サトウ コウタ 6男

盛岡中央剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 髙橋 遼 タカハシ リョウ 6男

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 八重畑 優輝 ヤエハタ ユウキ 2

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 髙橋 佑 タカハシ タスク 2

盛岡中央剣道スポーツ少年団 中学生女子の部 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐藤 奈穂 サトウ ナオ 2
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盛岡仙北剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 村井 志成 ムライ ユキナリ 4男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 大沼 完弥 オオヌマ ヒロヤ 5男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 千葉 都花 チバ イチカ 6女

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 村井 秀 ムライ シュウ 6男

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 青木 柊太 アオキ シュウタ 2

盛岡仙北剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 猿舘 伸 サルダテ ノブ 1

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 久保田 由羅 クボタ ユラ 3

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 小守林 寛菜 コモリバヤシ カンナ 2

盛岡剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 盛岡剣道スポーツ少年団 佐藤 大起 サトウ ダイキ 3男

盛岡剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 盛岡剣道スポーツ少年団 岩舘 結太 イワダテ ユウタ 1男

盛岡剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 盛岡剣道スポーツ少年団 菊地 崇矢 キクチ タカヤ 4男

盛岡剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 盛岡剣道スポーツ少年団 田口 芽莉衣 タグチ メリイ 4女

盛岡剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 盛岡剣道スポーツ少年団 佐藤 美玖 サトウ ミク 5女

盛岡剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 盛岡剣道スポーツ少年団 吉田 冴妃 ヨシダ サキ 6女

盛岡南部 小学３年生以下の部 盛岡南部 久保田 愛梨 クボタ アイリ 2女

盛岡南部 小学３年生以下の部 盛岡南部 西國 琴葉 サイゴク コトハ 2女

盛岡南部 小学４年生の部 盛岡南部 武山 義英 タケヤマ ヨシアキ 4男

紫波第一中学校 中学生男子の部 紫波第一中学校 髙橋 宏河 タカハシ コウガ 2

紫波第一中学校 中学生男子の部 紫波第一中学校 髙橋 脩真 タカハシ シュウマ 2

紫波第一中学校 中学生女子の部 紫波第一中学校 菅原 麗奈 スガワラ レイナ 2

紫波第一中学校 中学生女子の部 紫波第一中学校 小田中 心奈 オダナカ ココナ 2

紫波第三中学校 中学生男子の部 紫波第三中学校 鷹木 康太 タカギ コウタ 2

紫波第三中学校 中学生男子の部 紫波第三中学校 細川 玖輝 ホソカワ ヒサキ 2

西根中学校 中学生男子の部 西根中学校 遠藤 悠月 エンドウ ユヅキ 1

西根中学校 中学生男子の部 西根中学校 伊藤 遙助 イトウ ヨウスケ 1

見前剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 見前剣道スポーツ少年団 千葉 佑紀 チバ ユウキ 4男

見前剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 見前剣道スポーツ少年団 武内 睦樹 タケウチ ムツキ 5男

見前剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 見前剣道スポーツ少年団 後藤 颯友 ゴトウ ソウスケ 6男

見前剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 見前剣道スポーツ少年団 小倉 空翔 オグラ クウガ 6男

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 多田 悠 タダ ヒサシ 2

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 五日市 莉葵 イツカイチ リオ 2

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 昆 涼香 コン リョウカ 2

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 湊 秋音 ミナト アキネ 1

見前南・城南 中学生女子の部 見前南・城南 山下 瑠月 ヤマシタ ルルナ 1

見前南・城南 中学生女子の部 見前南・城南 小笠原 彩羽 オガサワラ イロハ 1

見前南中学校 中学生男子の部 見前南中学校 佐野峯 来空 サノミネ ライア 2

見前南中学校 中学生男子の部 見前南中学校 舘林 啓仁 タテバヤシ ハルト 2

観武会 小学５年生の部 観武会 久島 琉依 クジマ ルイ 5女

観武会 小学５年生の部 観武会 竹内 敦海 タケウチ アツウミ 5男

観武会 小学６年生の部 観武会 木村 瑛多 キムラ エイタ 6男

赤石剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 赤石剣道スポーツ少年団 小野 旺志朗 オノ オウシロウ 2男

赤石剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 赤石剣道スポーツ少年団 藤原 純太 フジワラ ジュンタ 2男

赤石剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 赤石剣道スポーツ少年団 藤村 諒 フジムラ リョウ 4男

赤石剣道スポーツ少年団 小学４年生の部 赤石剣道スポーツ少年団 中里 琉莉 ナカサト ルリ 4女

赤石剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 赤石剣道スポーツ少年団 滝澤 翼 タキザワ ツバサ 6男

赤石剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 赤石剣道スポーツ少年団 新関 飛陽 ニイゼキ ヒヨ 6女

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 福原 楓 フクハラ カエデ 3男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学３年生以下の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 角掛 竣生 ツノカケ シュイ 3男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 宮野 恵友 ミヤノ ケイスケ 5男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学５年生の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 福原 湊 フクハラ ミナト 5男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 小学６年生の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 渡邊 敬介 ワタナベ ケイスケ 6男

飯岡研心剣道スポーツ少年団 中学生男子の部 飯岡研心剣道スポーツ少年団 宮野 優誠 ミヤノ ユウセイ 1

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 黒沼 凛花 クロヌマ リンカ 2

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 浅沼 玉華 アサヌマ タマカ 2

黒石野中学校 中学生男子の部 黒石野中学校 青柳 楓悟 アオヤギ フウゴ 1

黒石野中学校 中学生男子の部 黒石野中学校 阿部 奏汰 アベ ソウタ 1

黒石野中学校 中学生女子の部 黒石野中学校 大柏 稟恩 オオカシワ リオン 1


