
# 所属 氏名 かな 段位 年齢

1 北上市剣道協会 小原 健作 おばら けんさく 五段 30

2 一戸町剣道協会 仁昌寺 駿 にしょうじ しゅん 三段 23

3 一戸町剣道協会 森 聡太郎 もり そうたろう 四段 26

4 一戸町剣道協会 中村 徹信 なかむら てつのぶ 五段 26

5 奥州市剣道協会 小野寺 透 おのでら とおる 五段 43

6 富士大学 小林 健太 こばやし けんた 三段 21

7 富士大学 高橋 海 たかはし かい 三段 21

8 富士大学 森 聖成 もり せな 三段 21

9 富士大学 澤田 祐 さわた ゆう 三段 20

10 富士大学 新澤 翔大 しんさわ しょうた 三段 20

11 富士大学 本間 頼 ほんま らい 三段 21

12 富士大学 松本 伊織 まつもと いおり 三段 21

13 富士大学 瀬尾 剛瑠 せお たける 三段 20

14 富士大学 赤間 琉依 あかま るい 三段 20

15 岩手大学 中瀬 敬太 なかせ けいた 三段 20

16 岩手大学 長山 京平 ながやま きょうへい 三段 20

17 岩手大学 鹿野 陽嵩 しかの ひだか 三段 20

18 岩手大学 山中 悠暉 やまなか ゆうき 三段 21

19 岩手県警察 菅原 一真 すがわら かずま 四段 32

20 岩手県警察 坪原 正和 つぼはら まさかず 五段 33

21 岩手県警察 三浦 彬 みうら あきら 五段 33

22 岩手県警察 髙橋 瞬朗 たかはし しゅんろう 五段 30

23 岩手県警察 佐々木 直也 ささき なおや 五段 29

24 岩手県警察 米田 匠友 まいた たくや 五段 28

25 岩手県警察 高橋 稜磨 たかはし りょうま 五段 28

26 岩手県警察 吉田 祐亮 よしだ ゆうすけ 五段 27

27 岩手県警察 西川 智真 にしかわ ともちか 五段 28

28 岩手県警察 久保田 貴佳 くぼた たかよし 四段 25

29 岩手県警察 黒沢 剛 くろさわ つよし 四段 24

30 岩手県警察 遠藤 肇 えんどう はじめ 四段 23



31 滝沢市剣道協会 川村 幸彦 かわむら ゆきひこ 六段 42

32 滝沢市剣道協会 藤澤 圭祐 ふじさわ けいすけ 四段 25

33 花巻市剣道協会 髙橋 浩基 たかはし ひろき 四段 23

34 花巻市剣道協会 佐藤 海渡 さとう かいと 四段 29

35 花巻市剣道協会 平賀 哲也 ひらか てつや 五段 25

36 岩手県警察学校 高橋 直希 たかはし なおき 三段 22

37 岩手県警察学校 柴田 祥吾 しばた しょうご 三段 23

38 盛岡剣道協会 坂本 大地 さかもと だいち 四段 42

39 盛岡少年刑務所 伊藤 啓太 いとう けいた 六段 37

40 盛岡少年刑務所 山崎 侑紀 やまざき ゆうき 五段 30

41 盛岡少年刑務所 渡辺 竜矢 わたなべ たつや 四段 26

42 盛岡少年刑務所 槻舘 龍 つきだて りゅう 四段 24

43 盛岡少年刑務所 髙橋 和志 たかはし かずし 三段 21

44 紫波郡剣道協会 槻舘 駿 つきだて しゅん 二段 20

45 紫波郡剣道協会 荒木田 心也 あらきだ しんや 二段 20

46 紫波郡剣道協会 村上 敬 むらかみ たかし 四段 26

47 紫波郡剣道協会 荒木田 道雄 あらきだ みちお 六段 56

48 紫波郡剣道協会 室岡 康太 むろおか こうた 三段 25

49 久慈市剣道協会 水澤 玲弥 みずさわ れいや 四段 23

50 久慈市剣道協会 田中 天河 たなか てんが 三段 22

51 久慈市剣道協会 愛田 真太郎 あいだ しんたろう 三段 28

52 二戸市剣道協会 菅野 隆介 六段 30

53 二戸市剣道協会 渡邉 達郎 五段 29

54 二戸市剣道協会 松沢 航 五段 36

55 二戸市剣道協会 菅原 友 六段 34

56 二戸市剣道協会 岩崎 龍一郎 五段 34

57 二戸市剣道協会 岩崎 悠二郎 五段 30

58 二戸市剣道協会 加藤 宗一郎 四段 30

59 八幡平市剣道協会 庄司 和也 しょうじ かずや 七段 48

60 遠野剣道会 菊池 初男 きくち はつお 七段 41

61 宮古剣道協会 古舘 将 ふるだて まさる 六段 33



62 軽米町剣道協会 菅波 永 すがなみ はるか 三段 28

63 軽米町剣道協会 坂本 隆磨 さかもと りゅうま 四段 27

64 金ケ崎町剣道協会 松本 翔太 まつもと しょうた 四段 23

65 金ケ崎町剣道協会 佐藤 優斗 さとう ゆうと 三段 20

66 金ケ崎町剣道協会 佐藤 大河 さとう たいが 二段 35

67 金ケ崎町剣道協会 佐藤 剛 さとう つよし 六段 52


