
【中学生男子】

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 琥太郎 スズキ コタロウ 2

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 青柳 楓悟 アオヤギ フウゴ 1

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 澤川 漣 サワカワ レン 2

320100006 盛岡西警察署もりにし剣道教室スポーツ少年団 小山 永輝 コヤマ トキ 1

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 仁昌寺 崇 ニショウジ タカシ 2

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 熊谷 瑠 クマガイ ルイ 2

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 山田 瑛太 ヤマダ エイタ 2

320100026 新明館橋市道場スポーツ少年団 石川 絋奨 イシカワ コウスケ 2

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 浅香 颯 アサカ ハヤテ 1

320100027 盛岡剣道スポーツ少年団 大久保 碧空 オオクボ ソラ 3

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 高田 純生 タカダ ジュンセイ 2

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 阿部 龍二 アベ リュウジ 2

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 宮野 優誠 ミヤノ ユウセイ 1

320100078 飯岡研心剣道スポーツ少年団 小田島 在真 オダシマ アルマ 1

320100090 見前剣道スポーツ少年団 五日市 莉葵 イツカイチ リオ 2

320100090 見前剣道スポーツ少年団 多田 悠 タダ ヒサシ 2

320100090 見前剣道スポーツ少年団 舘林 啓仁 タテバヤシ ハルト 2

320100090 見前剣道スポーツ少年団 秋田 悠吉 アキタ ユウキチ 2

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 山口 智也 ヤマグチ トモヤ 3

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 八重畑 優輝 ヤエハタ ユウキ 2

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 髙橋　 佑 タカハシ タスク 2

320100098 盛岡中央剣道スポーツ少年団 藤原 晃成 フジワラ コウセイ 1

320100099 南武会スポーツ少年団 山本 健生 ヤマモト ケンセイ 1

320100100 不動会スポーツ少年団 玉井 瞭平 タマイ リョウヘイ 2

320100101 盛岡南部スポーツ少年団 五十嵐 仁都 イガラシ ジント 1

320100101 盛岡南部スポーツ少年団 佐々木 日和 ササキ ヒヨリ 1

320100110 城南剣道スポーツ少年団 鈴木 優里 スズキ ユウリ 3

320100110 城南剣道スポーツ少年団 鈴木 雄斗 スズキ ユウト 3

320100110 城南剣道スポーツ少年団 松下 晃清 マツシタ コウセイ 2

320100110 城南剣道スポーツ少年団 藤岡 逞仁 フジオカ タクト 3

320100118 正修館スポーツ少年団 高橋 光瑠 タカハシ ミツル 2

320100118 正修館スポーツ少年団 手島 大和 テシマ ヤマト 2

320100118 正修館スポーツ少年団 藤村 奏太 フジムラ ソウタ 2

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 印牧 晃志 カネマキ コウシ 2

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 髙橋 充希 タカハシ ミツキ 1

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 髙橋 拓都 タカハシ タクト 2

320100212 盛岡仙北剣道スポーツ少年団 猿舘 伸 サルダテ ノブ 1

320200009 千徳錬武館剣道スポーツ少年団 舘石 丈 タテイシ ジョウ 1

320200009 千徳錬武館剣道スポーツ少年団 藤原 大誓 フジワラ タイチ 1

320200015 尚志館剣道スポーツ少年団 船　越 勇　実 フ　ナ　コ　シ イ　サ　ミ 1

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 東 海斗 アズマ カイト 2

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 木村 太一 キムラ タイチ 1

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 柿本 翔太郎 カキモト ショウタロウ 1

320200029 宮古颯爽会スポーツ少年団 野崎 音陽 ノザキ ネオ 1

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 千葉 裕生 チバ ユウセイ 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 大川 虎 オオカワ トラ 3

320300002 白雲舘剣道スポーツ少年団 松川 瑠那 マツカワ ルナ 3

320300019 大船渡市剣道スポーツ少年団 佐々木 俐人 ササキ リト 1

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 継枝 錬 つぐえだ れん 1

320500026 不岐館剣道スポーツ少年団 佐々木 隆成 ささき りゅうせい 2

320500028 花巻北中剣道部錬心館 佐藤 幸明 サトウ コウメイ 2

320500028 花巻北中剣道部錬心館 坂本 成翼 サカモト ナツ 2
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320500028 花巻北中剣道部錬心館 高橋 匡佑 タカハシ コウスケ 1

320500028 花巻北中剣道部錬心館 小野寺 春和 オノデラ ハルト 1

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 佐藤 琉星 サトウ リュウセイ 2

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 髙橋 怜 タカハシ レン 2

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 千葉 清観 チバ キヨアキ 1

320500034 南城中学校剣道スポーツ少年団 平賀 一輝 ヒラカ イツキ 1

320500044 晨武館スポーツ少年団 西山 龍之介 にしやま りゅうのすけ 2

320500044 晨武館スポーツ少年団 菅崎 雄大 かんざき ゆうだい 2

320500044 晨武館スポーツ少年団 吉田 旬之介 よしだ しゅんのすけ 0

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 藤村 太陽 ふじむら たいよう 2

320500109 道地橋剣道スポーツ少年団 多田 淳一郎 ただ じゅんいちろう 1

320500119 東和専心館スポーツ少年団 菊池 友英 キクチ トモヒデ 2

320500119 東和専心館スポーツ少年団 多田 圭汰 タダ ケイタ 2

320500119 東和専心館スポーツ少年団 菊池 泰生 キクチ タイセイ 2

320600004 北上剣道スポーツ少年団 昆野 壮瑠 コンノ タケル 2

320600050 飯豊剣友会スポーツ少年団 斉藤 尚祐 サイトウ ヒサヒロ 2

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 古舘 唯我 フルダテ ユイガ 2

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 栩原 諒大 トチバラ リョウタ 1

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 平野 裕士 ヒラノ ユウシ 1

320600053 北上警察署剣道「さくら館」スポーツ少年団 田口 湧士 タグチ ユウト 1

320600069 相去剣道スポーツ少年団若鵬道場 長谷川 静香 ハセガワ シズカ 3

320600069 相去剣道スポーツ少年団若鵬道場 山田 遼太 ヤマダ リョウタ 3

320600069 相去剣道スポーツ少年団若鵬道場 髙橋 蒼空 タカハシ ソラ 3

320600160 上野中学校剣道スポーツ少年団 小笠原 快 オガサワラ カイ 3

320600160 上野中学校剣道スポーツ少年団 阿部 椋太 アベ リョウタ 2

320600160 上野中学校剣道スポーツ少年団 太田代 陽色 オオタシロ ヒイロ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 村重 宏太朗 ムラシゲ コウタロウ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 下村  慧悟 シモムラ ケイゴ 2

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 岩﨑 創之 イワサキ ソウシ 1

320700041 久慈剣道スポーツ少年団 田子内 虹汰 タコナイ コウタ 2

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 臼沢 悠 ウスザワ ユウ 2

320800003 遠野剣道スポーツ少年団 鈴木 銀時 スズキ ギンジ 2

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 菊池 宣晃 キクチ ノブアキ 1

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 阿部 修大 アベ シュウダイ 1

320800022 遠野剣道童心会スポーツ少年団 松原 周平 マツバラ シュウヘイ 1

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 宮本 一輝 ミヤモト イッキ 3

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 山陰 皇騎 ヤマカゲ オウキ 3

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 藤原 悠生 フジワラ ユイ 3

321100012 釜石剣正館スポーツ少年団 岩崎 暖 イワサキ ダン 3

321300001 二戸市剣道スポーツ少年団 吉澤 諒太 ヨシザワ リョウタ 2

321300003 福岡中学校剣道スポーツ少年団 野方 悠希 ノガタ ユウキ 3

321400001 八幡平市剣道スポーツ少年団 田村 優真 タムラ ユウマ 1

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 深谷 仁 フカヤ ジン 1

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 松本 天真 マツモト テンマ 1

321500001 水沢佐倉河剣道スポーツ少年団 佐々木 翠那 ササキ セナ 1

321500005 真城剣道スポーツ少年団 山本 涼太 ヤマモト リョウタ 2

321500005 真城剣道スポーツ少年団 佐藤 悠 サトウ ハル 2

321500005 真城剣道スポーツ少年団 千田 大樹 チダ ダイキ 2

321500056 江刺第一中学校スポーツ少年団 高島 翔太郎 タカシマ ショウタロウ 3

321500056 江刺第一中学校スポーツ少年団 菊地 一平 キクチ イッペイ 2

321500056 江刺第一中学校スポーツ少年団 小澤 結太 オザワ ユウタ 2

321500056 江刺第一中学校スポーツ少年団 髙橋 悠豊 タカハシ ユウト 2
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321600016 滝沢剣道クラブスポーツ少年団 鳥居 優星 トリイ ユウセイ 2

330300004 沼宮内剣道スポーツ少年団 田沼 夢翔 タヌマ ユウト 1

330300004 沼宮内剣道スポーツ少年団 川畑 颯汰 カワハタ ソウタ 1

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 田沼 悠夢 タヌマ ヒロム 3

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 大坊 遥空 ダイボウ ハルク 2

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 簗場 凌煌 ヤナバ リョウキ 2

330300020 沼龍館道場スポーツ少年団 近江 武蔵 オウミ ムサシ 1

332100036 紫波三中剣道スポーツ少年団 細川 玖輝 ホソカワ ヒサキ 2

332100036 紫波三中剣道スポーツ少年団 鷹木 康太 タカギ コウタ 2

332100036 紫波三中剣道スポーツ少年団 佐藤 幸仁 サトウ ユキヒト 2

332200023 不動剣道スポーツ少年団 針生 清圓 ハリウ シノブ 3

332200023 不動剣道スポーツ少年団 鈴木 遥弥 スズキ ハルヤ 3

332200023 不動剣道スポーツ少年団 山根 大河 ヤマネ タイガ 1

332200023 不動剣道スポーツ少年団 南條 英昌 ナンジョウ ヒデアキ 1

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 黒渕 聖 クロブチ コウキ 2

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 澤田 皐希 サワダ コウキ 2

338100008 三ケ尻剣道スポーツ少年団 及川 蓮翔 オイカワ レント 1

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 桐山　 勘太 キリヤマ カンタ 1

338100019 金ヶ崎剣道スポーツ少年団 鈴木 蒼惟 スズキ アオイ 1

338100032 金ケ崎中学校剣道 及川　 夕陽 オイカワ ユウヒ 2

338100032 金ケ崎中学校剣道 佐藤 煌 サトウ コウ 2

346100007 大槌剣道スポーツ少年団 東梅 英奨 トウバイ エイスケ 3

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 山口 柊威 ヤマグチ トウイ 2

348200010 山田斉心館剣道スポーツ少年団 大川 留生 オオカワ ルイ 1

348300010 岩泉剣道スポーツ少年団 工　藤 敬　士 クドウ ケイシ 2

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 田中 諒哉 タナカ リョウヤ 3

352400001 一戸剣道スポーツ少年団 柴田 大樹 シバタ タイキ 2

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 塩谷 蛍太 シオヤ ケイタ 3

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 清水 隆心 シミズ リュウシン 1

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 苫米地 悠斗 トマベチ ユウト 1

352400005 一戸中学校剣道スポーツ少年団 古井 慧 フルイ ケイ 1
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