
【小学４年生以下】

単位団No 正式名称 選手名 ふりがな 学年

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 吉田 睦望 ヨシダ ムツミ 2

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 渡邊 妃夏美 ワタナベ ヒナミ 2

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 佐藤 蒼生 サトウ アオイ 4

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 佐藤 大起 サトウ ダイキ 3

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 菊地 崇矢 キクチ タカヤ 4

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 田口 芽莉衣 タグチ メリイ 4

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 浅沼 健互 アサヌマ ケンゴ 4

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 福原 楓 フクハラ カエデ 3

320100090 見前剣道スポーツ少年団 千葉 佑樹 チバ ユウキ 4

320100090 見前剣道スポーツ少年団 永富 怜雄 ナガトミ レオ 3

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 照井 颯馬 テルイ ソウマ 3

320100099 南武会スポーツ少年団 小野寺 悠斗 オノデラ ハルト 2

320100100 不動会スポーツ少年団 五十嵐 仁羽歌 イガラシ ニワカ 4

320100100 不動会スポーツ少年団 永洞 結之 ナガホラ ユウノ 4

320100101 盛岡南部スポーツ少年団 武山 義英 タケヤマ ヨシアキ 4

320100101 盛岡南部スポーツ少年団 武山 翠咲 タケヤマ ミサキ 1

320100110 城南剣道スポーツ少年団 橘 敬介 タチバナ ケイスケ 3

320100110 城南剣道スポーツ少年団 鈴木 智華 スズキ チカ 4

320100118 正修館スポーツ少年団 西田 倫太郎 ニシダ リンタロウ 4

320100212 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

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 印牧 樹里 カネマキ ジュリ 4

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 船　越 銀　司 フ  ナ  コ  シ ギ　ン　ジ 4

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 中　村 悠　太 ナ  カ  ム  ラ ハ  ル  ト 3

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 女鹿 心咲 メガ ミサキ 4

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 佐々木 悠真 ササキ ハルマ 4

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 志田 葵依 シダ アオイ 3

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 佐々木 優妃 ササキ ユウヒ 4

320500002 花北少年剣友会スポーツ少年団 佐々木 柾康 ササキ マサヤス 3

320500003 南城スポーツ少年団 伊藤 慶那 イトウ ケイナ 4

320500003 南城スポーツ少年団 伊藤 歌乃 イトウ カノ 4

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 照井 彩 テルイ サヤ 3

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 久保田 唯祥 クボタ イサキ 3

320500044 晨武館スポーツ少年団 横島 くるみ ヨコシマ　クルミ 4

320500044 晨武館スポーツ少年団 藤田 琉煌 フジタ　ルキヤ 3

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 千葉 瑛 チバ アキ 3

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 黒川 陽莉 クロカワ アカリ 3

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 古舘 慧 フルダテ ケイ 4

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 藤原 友信 フジワラ ユウシン 4

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 舛森 琉偉 マスモリ リュウイ 4

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 大下 蓮翔 オオシタ レント 4

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 立花 真翔 タチバナ マナト 4

320800046 遠野剣道みらい館 似田貝 壮 ニタガイ ソウ 3

320800046 遠野剣道みらい館 阿部 七葉 アベ ナノハ 3

320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 小保内 夢 オボナイ ユメ 4

320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 佐藤 樹颯 サトウ イッサ 2

321000022 広田町剣道スポーツ少年団 菅野 すず カンノ スズ 4

321000022 広田町剣道スポーツ少年団 臼井 香詞 ウスイ コト 4

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 古藤野 望結 コトウノ ミユ 4

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 佐野 心康 サノ キヨヤス 3

321100019 釜石剣道 元持 玲音 モトモチ レオ 4

321300001 二戸市剣道スポーツ少年団 五日市 路維 イツカイチ ロイ 4

321300002 斌徳館スポーツ少年団 工藤 颯翔 クドウ ハヤト 3
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321400001 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

321400001 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

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 中目 柚愛 ナカノメ ユウア 3

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 和泉 葵 ワイズミ アオイ 3

321500004 水沢南剣道スポーツ少年団 渡辺 優月 ワタナベ ユヅキ 4

321500004 水沢南剣道スポーツ少年団 平本 美々 ヒラモト ミミ 3

321500032 岩谷堂剣道スポーツ少年団 那須 春虎 ナス ハルト 4

321500036 愛宕剣道スポーツ少年団 佐藤 永逞 サトウ ノブヨシ 3

321500036 愛宕剣道スポーツ少年団 北島  冬琥 キタジマ トウゴ 3

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 水賀美 恵衣 ミズガミ ケイ 4

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 宮﨑 蓮士 ミヤザキ レンシ 4

332100016 赤石剣道スポーツ少年団 藤村 諒 フジムラ リョウ 4

332100016 赤石剣道スポーツ少年団 中里 琉莉 ナカサト ルリ 4

332200023 不動剣道スポーツ少年団 菅原 直哉 スガワラ ナオヤ 3

332200023 不動剣道スポーツ少年団 菅原 大翔 スガワラ ヒロト 3

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 黒渕 翔 クロブチ ショウ 3

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 及川 叶太 オイカワ カナタ 3

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 佐々木 匤久 ササキ タスク 3

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 平 真妃 タイラ マサキ 2

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 川端 創 カワバタ ハジメ 4

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 三浦 優希 ミウラ ユウキ 4

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 菊池 真心 キクチ マコ 4

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 花﨑 那南 ハナザキ ナナミ 3

350100002 軽米雁舞館スポーツ少年団 小林 大雅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 4

350100002 軽米雁舞館スポーツ少年団 工藤 龍輝 ｸﾄﾞｳ ﾘｭｳｷ 4

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 清水 蒼介 シミズ ソウスケ 4
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