
1 二戸市剣道スポ少Ａ 25 花北少年剣友会Ａ

2 二戸市剣道スポ少Ｂ 26 花北少年剣友会Ｂ

3 一戸剣道スポ少 27 南城剣道スポ少

4 いわて沼龍館Ａ 28 晨武館Ａ

5 いわて沼龍館Ｂ 29 晨武館Ｂ

6 久慈剣道スポ少 30 晨武館道地橋道場Ａ

7 滝沢剣道スポ少 31 晨武館道地橋道場Ｂ

8 飯岡研心剣道スポ少 32 金ヶ崎剣道スポ少Ａ

9 新明館橋市道場Ａ 33 金ヶ崎剣道スポ少Ｂ

10 新明館橋市道場Ｂ 34 さくら館Ａ

11 盛岡剣道スポ少Ａ 35 さくら館Ｂ

12 盛岡剣道スポ少Ｂ 36 和賀巌身会

13 赤石剣道スポ少Ａ 37 宮古尚志館

14 赤石剣道スポ少Ｂ 38 山田斉心館

15 正修館 39 千徳錬武館

16 不動剣道豪気館Ａ

17 不動剣道豪気館Ｂ

18 盛岡仙北剣道スポ少Ａ

19 盛岡仙北剣道スポ少Ｂ

20 見前剣道スポーツ少年団

21 もりにし剣道教室Ａ

22 もりにし剣道教室Ｂ

23 南風館

24 水沢佐倉河剣道スポ少
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1 工藤　汰一 二戸市 30 小田島　史弥 花北少剣

2 工藤　武龍 二戸市 31 多田　譜吹 花北少剣

3 宮崎　羚 沼龍館 32 清水　蒼空 東和専心館

4 水加美　裕真 沼龍館 33 継枝　錬 晨武館

5 清水　隆心 一戸 34 千葉　清観 晨武館

6 井橋　宗士郎 一戸 35 多田　淳一郎 道地橋道場

7 田村　優真 八幡平市 36 平賀　一輝 道地橋道場

8 一戸　優希亜 滝沢 37 高橋　到万 金ヶ崎

9 浅利　祐希 滝沢 38 藤澤　岬也 金ヶ崎

10 岩﨑　創之 久慈 39 菊池　竜成 和賀巌身会

11 槻木澤　旭 久慈 40 栩原　諒大 さくら館

12 宮野　優誠 飯岡研心 41 佐藤　洋綺 さくら館

13 宮野　恵友 飯岡研心 42 佐藤　愛星 南城

14 岩舘　感太郎 新明館 43 川﨑　赳 南城

15 吉田　圭佑 新明館 44 石川　清麻 水沢佐倉河

16 盛合　湊 盛岡 45 松本　天真 水沢佐倉河

17 浅香　颯 盛岡 46 藤原　頌太 南風館

18 山根　大河 不動 47 鈴木　凛 花泉高蔵館

19 山根　大輝 不動 48 佐藤　柚貴 千厩愛宕

20 髙橋　充希 盛岡仙北 49 佐々木　和志 千厩愛宕

21 村井　秀 盛岡仙北 50 舘　石　　　丈 千徳錬武館

22 後藤　颯友 見前 51 藤　原　大　誓 千徳錬武館

23 小倉　空翔 見前 52 大川　留生 山田斉心館

24 朝日田　鳳 赤石 53 花﨑　隼斗 山田斉心館

25 柳沢　天登 赤石 54 中村　太亮 宮古尚志館

26 青柳　楓悟 もりにし 55 松原　温章 宮古尚志館

27 青柳　瑠悟 もりにし

28 細谷地　昊 正修館

29 小野　琥太郎 正修館
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1 中里　美心 二戸市 23 千葉　智佳 晨武館

2 工藤　蒼彩 二戸市 24 藤田　結衣 晨武館

3 田村　夢奈 滝沢 25 吉田　惇香 道地橋道場

4 田中　優利奈 沼龍館 26 横島　くるみ 道地橋道場

5 中澤　嬉子 沼龍館 27 畠山　夏希 金ヶ崎

6 熊谷　野乃花 久慈 28 栩原　千佳 さくら館

7 舛森　華音 久慈 29 小原　乃彩 さくら館

8 湊　秋音 見前 30 甲木　杏奈 和賀巌身会

9 永富　咲 見前 31 佐藤　花音 和賀巌身会

10 千葉　妃 新明館 32 五十嵐　愉佳 花北少剣

11 木村　美瑚 新明館 33 鎌田　二瑚 花北少剣

12 八重樫　颯希 盛岡 34 伊藤　花 南城

13 菊地　美沙 盛岡 35 伊藤　慶那 南城

14 北條　詩民子 赤石 36 小保内　翼 南風館

15 新関　飛陽 赤石 37 小保内　夢 南風館

16 千葉　都花 盛岡仙北 38 飯岡　莉心 千徳錬武館

17 高藤　友佳理 盛岡仙北 39 木下　翠 山田斉心館

18 齋藤　佳寿美 正修館

19 鈴木　栞奈 もりにし

20 野原　飛鳥 もりにし

21 針生　百彩 不動

22 佐々木　莉暖 不動
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