
【小学５・６年生】

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 青柳 瑠悟 アオヤギ ルイゴ 5

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 村上 悠斗 ムラカミ ユウト 5

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 岩舘 感太郎 イワダテ カンタロウ 6

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 吉田 圭佑 ヨシダ ケイスケ 6

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 盛合 湊 モリアイ ミナト 6

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 吉田 冴妃 ヨシダ サキ 6

320100053 観武会スポーツ少年団 木村 瑛多 キムラ エイタ 6

320100053 観武会スポーツ少年団 佐々木 雄大 ササキ ユウダイ 5

320100078 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

320100078 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

320100085 山岸剣道スポーツ少年団 高藤 友佳理 タカフジ ユカリ 6

320100085 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

320100090 見前剣道スポーツ少年団 後藤 颯友 ゴトウ ソウスケ 6

320100090 見前剣道スポーツ少年団 武内 睦樹 タケウチ ムツキ 5

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 髙橋 遼 タカハシ リョウ 6

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐藤 孝太 サトウ コウタ 6

320100100 不動会スポーツ少年団 佐々木 涼太 ササキ リョウタ 6

320100100 不動会スポーツ少年団 永洞 遥之 ナガホラ ハルノ 5

320100101 盛岡南部スポーツ少年団 吉田 倖 ヨシダ コウ 6

320100110 城南剣道スポーツ少年団 内山 功大 ウチヤマ コウダイ 6

320100110 城南剣道スポーツ少年団 橘 悠介 タチバナ ユウスケ 5

320100118 正修館スポーツ少年団 細谷地 昊 ホソヤチ コウ 6

320100118 正修館スポーツ少年団 工藤 航士朗 クドウ コウシロウ 6

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 千葉 都花 チバ イチカ 6

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 村井 秀 ムライ シュウ 6

320200009 千徳錬武館剣道スポーツ少年団 飯岡 莉心 イイオカ リコ 5

320200009 千徳錬武館剣道スポーツ少年団 齊藤 龍之介 サイトウ リュウノスケ 5

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 松　原 温　章 マ  ツ  バ  ラ ハ ル ア キ 6

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 中　村 太　亮 ナ  カ  ム  ラ オ オ ス ケ 6

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 柿本 志月 カキモト シヅキ 5

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 女鹿 七海 メガ ナナミ 6

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 吉田 樹音 ヨシダ ジュオン 6

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 高橋 蒼空 タカハシ ソラ 5

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 佐々木 乃愛 ササキ ノア 5

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 大久保 美愛 オオクボ マナ 5

320500002 花北少年剣友会スポーツ少年団 佐藤 美来 サトウ ミク 6

320500003 南城スポーツ少年団 川﨑 赳 カワサキ タケル 5

320500003 南城スポーツ少年団 木村 正宗 キムラ マサムネ 5

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 千田 快 チダ カイト 5

320500044 晨武館スポーツ少年団 加賀 勇陽 カガ ユウヒ 6

320500044 晨武館スポーツ少年団 阿部 恵太 アベ ケイタ 6

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 黒川 巧輝 クロカワ コウキ 6

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 菅沼 悠人 スガヌマ ヒサト 6

320600041 和賀巌身会スポーツ少年団 菊池 竜成 ｷｸﾁ ﾘｭｳｾｲ 5

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 佐藤 洋綺 サトウ ヒロキ 6

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 佐藤 愛星 サトウ マナセ 6

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 熊谷 野乃花 クマガイ ノノハ 6

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 舛森 華音 マスモリ カノン 6

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 菊池 庵利 キクチ イオリ 5

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 佐々木 幸詩 ササキ コウタ 6

320800046 遠野剣道みらい館 千田 さつき チダ サツキ 6

320800046 遠野剣道みらい館 菊池 清史郎 キクチ セイシロウ 6
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320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 藤原 頌太 フジワラ ショウタ 6

320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 千葉 永満 チバ ハルマ 6

320900097 小梨磐井剣道スポーツ少年団 加藤 慎 カトウ シン 6

321000022 広田町剣道スポーツ少年団 小澤 菜々 オザワ ナナ 6

321000022 広田町剣道スポーツ少年団 臼井 万葉 ウスイ マハ 6

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 佐藤 雅大 サトウ マサヒロ 5

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 久慈 廣多 クジ コウタ 5

321100019 釜石剣道 高木 壮嘉 タカギ アキヒロ 5

321300001 二戸市剣道スポーツ少年団 吉澤 夏月 ヨシザワ ナツキ 6

321300001 二戸市剣道スポーツ少年団 荒木田 悠翔 アラキダ ユウト 5

321300002 斌徳館スポーツ少年団 穴牛 和 アナウシ カズ 5

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 石川 清麻 イシカワ ショウマ 6

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 渡邉 祥一 ワタナベ ショウイチ 6

321500004 水沢南剣道スポーツ少年団 千葉 彰人 チバ アキト 6

321500004 水沢南剣道スポーツ少年団 武藤 諒磨 ムトウ リョウマ 6

321500032 岩谷堂剣道スポーツ少年団 　安部 秀彪 アベ ヒデトラ 6

321500032 岩谷堂剣道スポーツ少年団 家子 玲央 イエコ レオ 5

330300004 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

330300004 沼宮内剣道スポーツ少年団 宮崎 藍鈴 ミヤザキ アイリ 5

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 岩崎 正直 イワサキ マサナオ 6

332100016 赤石剣道スポーツ少年団 新関 飛陽 ニイゼキ ヒヨ 6

332100016 赤石剣道スポーツ少年団 滝澤 翼 タキザワ ツバサ 6

332100022 上平沢スポーツ少年団 佐藤 淳史 サトウ アツシ 6

332100022 上平沢スポーツ少年団 須川 恭 スカワ キョウ 6

332200023 不動剣道スポーツ少年団 佐々木 莉暖 ササキ レノン 6

332200023 不動剣道スポーツ少年団 山根 大輝 ヤマネ ダイキ 5

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 阿部 海俐 アベ カイリ 5

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 有住 光生 アリスミ コウセイ 5

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 平 雅久 タイラ ガク 6

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 高橋 到万 タカハシ トウマ 6

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 古舘 大和 フルダテ ヤマト 6

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 花﨑 隼斗 ハナザキ ハヤト 6

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 木下 翠 キノシタ ミドリ 6

348300010 岩泉剣道スポーツ少年団 工　藤 龍 クドウ リュウ 6

348300010 岩泉剣道スポーツ少年団 佐々木 陽　莱 ササキ ヒナ 6

350100002 軽米雁舞館スポーツ少年団 小林 怜央 ｺﾊﾞﾔｼ レオ 5

350100002 軽米雁舞館スポーツ少年団 泉山 雅仁 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 5

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 井橋 宗士郎 イハシ ソウシロウ 6

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 関上 颯汰 セキガミ ソウタ 5

2/2


