
【中学生女子】

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 鈴木 栞奈 スズキ カンナ 1

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 千葉 妃 チバ キサキ 1

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 木村 美瑚 キムラ ミコ 1

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 八重樫 颯希 ヤエガシ サツキ 1

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 大柏 稟恩 オオカシワ リオン 1

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 岩舘 柚乃 イワダテ ユノ 3

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 吉田 楓 ヨシダ カエデ 2

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 小笠原 彩羽 オガサワラ イロハ 1

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 黒沼 凛花 クロヌマ リンカ 2

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 浅沼 玉華 アサヌマ タマカ 2

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 小野寺 和奏 オノデラ ワカナ 2

320100090 見前剣道スポーツ少年団 昆 涼香 コン リョウカ 2

320100090 見前剣道スポーツ少年団 湊 秋音 ミナト アキネ 1

320100090 見前剣道スポーツ少年団 橋山 遥 ハシヤマ ハルカ 2

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 佐藤 奈穂 サトウ ナオ 2

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 石原 里桜 イシハラ リオ 2

320100110 城南剣道スポーツ少年団 葛巻 綾 クズマキ リョウ 3

320100110 城南剣道スポーツ少年団 葛巻 玲 クズマキ レイ 1

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 沢田 佳代子 サワダ カヨコ 1

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 佐々木 杏奈 ササキ アンナ 2

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 高橋 結菜 タカハシ ユイナ 2

320200009 千徳錬武館剣道スポーツ少年団 藤原 萌衣 フジワラ メイ 3

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 佐々木 杏 サ　サ　キ ア    ン 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 吉田 陽凪多 ヨシダ ヒナタ 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 小石 志津 コイシ シヅ 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 佐々木 美和 ササキ ミワ 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 佐々木 幸来 ササキ サラ 1

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 清水 仁瑚 シミズ ニコ 1

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 照井 沙和 てるい さわ 2

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 五十嵐 愉佳 いがらし ゆか 1

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 鎌田 二瑚 かまた にこ 1

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 岩舘 美怜 いわだて みれい 1

320500028 花巻北中剣道部錬心館 菅原 凪 スガワラ ナギ 2

320500028 花巻北中剣道部錬心館 菅野 心結 カンノ ミユ 1

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 都鳥 柚乃 トドリ ユノ 2

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 伊藤 花 イトウ ハナ 1

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 澤田 茉宝 サワダ マホ 1

320500044 晨武館スポーツ少年団 上澤 咲千華 かみさわ さちか 2

320500044 晨武館スポーツ少年団 千葉 智佳 チバ トモカ 1

320500044 晨武館スポーツ少年団 吉田 惇香 よしだ じゅんか 1

320500044 晨武館スポーツ少年団 坂本 葵 さかもと あおい 1

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 吉田 愛梨 よしだ あいり 2

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 川村 碧泉 かわむら あおい 2

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 照井 のん てるい のん 2

320500119 東和専心館スポーツ少年団 菊池 明里 キクチ アカリ 3

320500119 東和専心館スポーツ少年団 畠山 梅花 ハタケヤマ ウメカ 1

320500119 東和専心館スポーツ少年団 中嶋 紗弥 ナカシマ サヤ 1

320500119 東和専心館スポーツ少年団 葛巻 結 クズマキ ユイ 1

320600041 和賀巌身会スポーツ少年団 甲木 杏奈 ｶﾂｷ ｱﾝﾅ 1

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 平野 夢夏 ヒラノ モカ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 村塚 瑠音 ムラツカ ルネ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 大石 愛実 オオイシ マナミ 2
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320700041 久慈剣道スポーツ少年団 菊池 梨花 キクチ リンカ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 和野 心咲 ワノ ミサキ 2

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 菊池 雪乃 キクチ ユキノ 3

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 松原 悠乃 マツバラ ハルノ 3

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 高橋 明李 タカハシ アカリ 2

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 昆野 陽花 コンノ ヒロカ 2

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 白金 結衣 シラカネ ユイ 2

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 山蔭 絢萌 ヤマカゲ アヤメ 2

320900058 一関少年剣道クラブ南風館スポーツ少年団 小保内 翼 オボナイ ツバサ 1

320900097 小梨磐井剣道スポーツ少年団 加藤 陽南 カトウ ヒナ 2

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 宮本 聖良 ミヤモト セイラ 1

321100019 釜石剣道 菊池 彩乃 キクチ アヤノ 1

321100019 釜石剣道 高橋 茉由 タカハシ マユ 3

321300003 福岡中学校剣道スポーツ少年団 五日市 芽吹 イツカイチ メイ 2

321300003 福岡中学校剣道スポーツ少年団 奥村 百花 オクムラ モモカ 2

321400001 八幡平市剣道スポーツ少年団 澤尻 眞由佳 サワジリ マユカ 3

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 深谷　 茄恵蘭 フカヤ カエラ 2

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 佐藤 亜芽 サトウ アメ 2

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 鈴木 心結 スズキ ミユ 2

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 高橋 茉央  マオ 2

321500005 真城剣道スポーツ少年団 芳賀 惟舞紀 ハガ イブキ 2

321500005 真城剣道スポーツ少年団 髙橋 香穂 タカハシ カホ 2

321500005 真城剣道スポーツ少年団 鈴木 ひより スズキ ヒヨリ 1

321500005 真城剣道スポーツ少年団 松戸 萌佑 マツド モユ 1

321500056 江刺第一中学校スポーツ少年団 小早川 月愛 コバヤカワ ルナ 2

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 水賀美 幸穂 ミズガミ サホ 2

332100036 紫波三中剣道スポーツ少年団 木村 和 キムラ ノドカ 1

332100036 紫波三中剣道スポーツ少年団 高橋 つぐみ タカハシ ツグミ 2

332200023 不動剣道スポーツ少年団 髙橋 蘭 タカハシ ラン 2

332200023 不動剣道スポーツ少年団 針生 百彩 ハリウ モモア 1

332200023 不動剣道スポーツ少年団 佐々木 葉穏 ササキ ハノン 2

332200023 不動剣道スポーツ少年団 島田 理来 シマダ リコ 1

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 兼沢 心海 カネサワ ココミ 1

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 花﨑 美羽 ハナザキ ウルハ 2

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 井橋 沙良 イハシ サラ 2

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 鳥居 俐珠 トリイ リズ 2

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 谷地 愛花 ヤチ アイカ 2

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 中嶌 紗那 ナカジマ サナ 2

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 鈴木 穂花 スズキ ホノカ 2
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