
【小学生団体】

単位団No 正式名称 監督 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 青柳　憲司 尾形 舞桜-4女 尾形 希依-6女 青柳 瑠悟-5男 野原 飛鳥-6女 吉田 悠真-6男

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 谷藤　敬人 佐藤 蒼生-4男 佐藤 美玖-5女 吉田 圭佑-6男 菊地 美沙-6女 岩舘 感太郎-6男

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 谷藤　博道 菊地 崇矢-4男 田口 芽莉衣-4女 福田 樹生-4男 吉田 冴妃-6女 盛合 湊-6男

320100053 観武会スポーツ少年団 八重樫　誠司 久島 琉依-5女 石川 莉久-5男 三上 双菜-5女 竹内 敦海-5男

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 浅沼　克人 浅沼 健互-4男 中村 光-5女 宮野 恵友-5男 渡邊 敬介-6男

320100085 山岸剣道スポーツ少年団 高藤　政二 及川 優陽-6女 山口 海唯-6男 高藤　 友佳理-6女 佐藤 涼一朗-6男

320100090 見前剣道スポーツ少年団 橋野　俊之 千葉 佑樹-4男 永富 咲-6女 小倉 空翔-6男 藤澤 芽咲-6女 後藤 颯友-6男

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 荒田　力 大澤 史歩-5女 佐藤 孝太-6男 八重畑 舞-6女 髙橋 遼-6男

320100100 不動会スポーツ少年団 荒田　千佳 永洞 結之-4男 佐々木 涼太-6男 五十嵐 仁羽歌-4女 永洞 遥之-5男

320100110 城南剣道スポーツ少年団 佐藤　隆俊 鈴木 智華-4女 橘 悠介-5男 戸川 紅葉-5女 内山 功大-6男

320100118 正修館スポーツ少年団 田沼志津子 西田 倫太郎-4男 齋藤 佳寿美-5女 小野 琥太郎-6男 細谷地 昊-6男

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 佐藤　光寿 村井 志成-4男 印牧 理沙-6女 照井 伯虎-6男 千葉 都花-6女 村井 秀-6男

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 中　村　　望 船　越 銀　司-4男 中　村 太　亮-6男 松　原 温　章-6男

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 小川　道仁 佐々木 悠真-4男 高橋 蒼空-5男 大川 夏穂-6女 吉田 樹音-6男

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 大久保　まき 佐々木 優妃-4女 大久保 美愛-5女 佐々木 乃愛-5女

320500003 南城スポーツ少年団 伊藤　壮慶 菊池 柚希-4男 伊藤 慶那-4女 川﨑 赳-5男 伊藤 歌乃-4女 木村 正宗-5男

320500044 晨武館スポーツ少年団 加賀　秀一 横島くるみ-4女 五十嵐 嬉緒-5女 阿部 恵太-6男 藤田 結衣-6女 加賀 勇陽-6男

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 三浦　勝 古舘 慧-4男 小原 乃彩-4女 佐藤 洋綺-6男 栩原 千佳-4女 佐藤 愛星-6男

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 槻木澤　和也 舛森 琉偉-4男 舛森 華音-6女 槻木澤 旭-5男 熊谷 野乃花-6女 山屋 祐斗-5男

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 菊池　長悦 立花 真翔-4男 大木戸 栄治-5男 菊池 庵利-5女 佐々木 幸詩-6男

320800046 遠野剣道みらい館 千田　敬到 菊池 希美-4女 黒渕 海羽-6女 菊池 采翔-5男 長畑 陽葵-6女 菊池 清史郎-6男

320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 小保内 誠 小保内 夢-4女 千葉 永満-6男 藤原 頌太-6男

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 白土　雅一 古藤野 望結-4女 久慈 廣多-5男 佐藤 雅大-5男

321300001 二戸市剣道スポーツ少年団 穴牛　勉 五日市 路維-4男 田中 珂帆-5女 工藤 武龍-5男 吉澤 夏月-6女 荒木田 悠翔-5男

321500004 水沢南剣道スポーツ少年団 武藤　慶 渡辺 優月-4女 伊東 ひなた-6女 武藤 諒磨-6男 佐藤 実紗-6女 千葉 彰人-6男

321500032 岩谷堂剣道スポーツ少年団 安部　秀喜 那須 春虎-4男 草彅 あおい-5女 家子 玲央-5男 安部 秀彪-6男

330300004 沼宮内剣道スポーツ少年団 宮﨑詠司 中澤 嬉子-6女 宮崎 藍鈴-5女 水賀美 裕真-6男

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 宮﨑詠司 水賀美 恵衣-4女 宮﨑 蓮士-4男 岩崎 正直-6男

332100016 赤石剣道スポーツ少年団 平井　和夫 藤村 諒-4男 中里 花帆-6女 新関 飛陽-6女 滝澤 翼-6男

332100022 上平沢スポーツ少年団 藤原　健吾 藤原 光利彩-5女 城戸 孝太郎-6男 北條 詩民子-6女 佐藤 亮征-6男

332200023 不動剣道スポーツ少年団 藤村　達也 田中舘 暁音-4男 針生 純璃亜-5女 佐々木 莉暖-6女 山根 大輝-5男

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 及川　文一 齊藤 凜-6女 藤澤 岬也-6男 畠山 夏希-6女 黒沢 宗史-6男

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 東梅　拓也 古舘 海里-4男 東梅 実優-4女 川端 創-4男 菊池 彩未-4女 古舘 大和-6男

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 昆　省吾 飯岡 倫ノ佑-4男 菊池 真心-4女 倉本 隼太-5男 木下 翠-6女 花﨑 隼斗-6男

350100002 軽米雁舞館スポーツ少年団 佐藤暢芳 工藤 龍輝-4男 泉山 雅仁-5男 小林 怜央-5男

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 砂森　栄治 清水 蒼介-4男 田中 秀咲-5女 谷地 颯斗-6男 井橋 宗士郎-6男


