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No. 競技 種別 選手・監督区分 氏名（姓） 氏名（名） フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別 所属等 種目等

1 1 陸上競技 監督 監督（専任） 清水 茂幸 シミズ シゲユキ 男 岩手大学（教）

2 2 陸上競技 監督 監督（専任） 千葉 信彦 チバ ノブヒコ 男 盛岡第四高等学校（教）

3 3 陸上競技 成年男子 選手 田中 匠瑛 タナカ ショウエイ 男 盛岡市役所 800ｍ

4 4 陸上競技 成年男子 選手 田中 裕丸 タナカ ユウマル 男 北上市役所 走幅跳

5 5 陸上競技 成年男子 選手 佐藤 征平 サトウ マサヒラ 男 国士舘大学 砲丸投

6 6 陸上競技 成年男子 選手 欠畑 岳 カケハタ ガク 男 早稲田大学 100m

7 7 陸上競技 成年男子 選手 櫻井 貴広 サクライ タカヒロ 男 岩手大学 400ｍ

8 8 陸上競技 成年男子 選手 古川 佑生 フルカワ ユウキ 男 日体大AC 走高跳

9 9 陸上競技 成年男子 選手 坂本 景 サカモト ケイ 男 東京学芸大学 400ｍハードル

10 10 陸上競技 成年男子 選手 高橋 英輝 タカハシ エイキ 男 岩手大学 10000ｍ競歩

11 11 陸上競技 成年女子 選手 土橋 智花 ツチハシ トモカ 女 岩手大学 100m

12 12 陸上競技 成年女子 選手 熊谷 晴菜 クマガイ ハルナ 女 岩手大学 リレーのみ出場

13 13 陸上競技 成年女子 選手 熊谷 菜美 クマガイ ナミ 女 盛岡第一高等学校 10000ｍ競歩

14 14 陸上競技 成年女子 選手 藤沢 沙也加 フジサワ サヤカ 女 セレスポ 400ｍ

15 15 陸上競技 少年男子Ａ 選手 下澤田 貴也 シモサワダ タカヤ 男 盛岡工業高等学校 100m

16 16 陸上競技 少年男子Ａ 選手 佐々木 愛斗 ササキ マナト 男 盛岡南高等学校 400ｍ

17 17 陸上競技 少年男子Ａ 選手 櫻岡 流星 サクラオカ リュウセイ 男 盛岡南高等学校 共通800m

18 18 陸上競技 少年男子Ａ 選手 田代 優仁 タシロ マサヒト 男 盛岡第四高等学校 400ｍハードル

19 19 陸上競技 少年男子Ａ 選手 髙橋 和生 タカハシ カズキ 男 花巻北高等学校 共通5000ｍ競歩

20 20 陸上競技 少年男子Ａ 選手 熊谷 真倫 クマガイ マリン 男 盛岡南高等学校 棒高跳

21 21 陸上競技 少年男子Ａ 選手 長沼 元 ナガヌマ ゲン 男 高田高等学校 やり投

22 22 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 佐々木 嵩 ササキ タカシ 男 盛岡第一高等学校 110ｍハードル

23 23 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 佐藤 文哉 サトウ フミヤ 男 岩手大学附属中学校 砲丸投

24 24 陸上競技 少年女子Ａ 選手 川村 知巳 カワムラ トモミ 女 盛岡第一高等学校 100m

25 25 陸上競技 少年女子Ａ 選手 上濱 理子 カミハマ リコ 女 盛岡中央高等学校 400ｍハードル

26 26 陸上競技 少年女子Ａ 選手 佐々木 天 ササキ テン 女 盛岡第一高等学校 走幅跳

27 27 陸上競技 少年女子Ａ 選手 畠山 和紀 ハタケヤマ カズキ 女 盛岡農業高等学校 共通砲丸投

28 28 陸上競技 少年女子Ａ 選手 熊谷 彩音 クマガイ アヤネ 女 盛岡誠桜高等学校 共通800m

29 29 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 山田 美来 ヤマダ ミク 女 福岡中学校 100m

30 30 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 髙橋 優菜 タカハシ ユウナ 女 盛岡第四高等学校 1500ｍ

31 31 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 濱田 優姫 ハマダ ユウキ 女 北上翔南高等学校 走幅跳

32 1 水泳（飛込） 少年 監督（専任） 駒谷 善吾 コマタニ ゼンゴ 男 合資会社　盛岡SS

33 2 水泳（飛込） 少年 選手 杉村 征導 スギムラ セイドウ 男 盛岡市立北松園中学校 飛板飛込

34 3 水泳（競泳） 監督 監督（専任） 玉山 頼和 タマヤマ ヨリカズ 男 NPO法人　盛岡市水泳協会

35 4 水泳（競泳） 監督 監督（専任） 若月 武彦 ワカツキ タケヒコ 男 花巻スイミングスクールサンフィッシュイトー

36 5 水泳（競泳） 成年男子 選手 中野 雅貴 ナカノ マサキ 男 東海大学 背泳ぎ 100ｍ

37 6 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 小松代 和磨 コマツシロ カズマ 男 一関第一高等学校 自由形 400ｍ

38 7 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 吉田 考 ヨシダ コウ 男 花巻東高等学校 バタフライ 200ｍ

39 8 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 向中野 元気 ムカイナカノ ゲンキ 男 盛岡第一高等学校 自由形 50ｍ

40 9 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 塚野 晃人 ツカノ アキト 男 黒沢尻北高等学校 リレー800ｍ

41 10 水泳（競泳） 少年男子B 選手 一戸 元喜 イチノヘ モトキ 男 盛岡第一高等学校 バタフライ 100ｍ

42 11 水泳（競泳） 少年男子B 選手 斉藤 聖隆 サイトウ セイリュウ 男 盛岡第三高等学校 平泳ぎ 100ｍ

43 12 水泳（競泳） 少年男子B 選手 保坂 誠也 ホサカ セイヤ 男 盛岡南高等学校 個人メドレー 200ｍ

44 13 水泳（競泳） 少年男子B 選手 照井 二千翔 テルイ ニチカ 男 盛岡南高等学校 リレー400ｍ

45 14 水泳（競泳） 少年男子B 選手 畠山 侑亜 ハタケヤマ ユウア 男 盛岡市立仙北中学校 リレーのみ出場

46 15 水泳（競泳） 成年女子 選手 熊坂 衣真 クマサカ イマ 女 中京大学 自由形 400ｍ

47 16 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 工藤 瑞季 クドウ ミズキ 女 盛岡南高等学校 バタフライ 200ｍ

48 17 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 星 菜々 ホシ ナナ 女 盛岡南高等学校 自由形 400ｍ

49 18 水泳（競泳） 少年女子Ｂ 選手 菊池 春咲 キクチ ハルサ 女 盛岡南高等学校 平泳ぎ 100ｍ

50 1 テニス 監督 監督（専任） 髙橋 圭滋 タカハシ ケイジ 男 岩手高等学校（教） 少年男子

51 2 テニス 監督 監督（専任） 畑中 幸信 ハタナカ ユキノブ 男 山清テニスクラブ 少年女子

52 3 テニス 少年男子 選手 佐藤 光希 サトウ コウキ 男 岩手高等学校

53 4 テニス 少年男子 選手 藤島 航 フジシマ コウ 男 盛岡南高等学校

54 5 テニス 少年女子 選手 坂本 理紗 サカモト リサ 女 盛岡白百合学園高等学校

55 6 テニス 少年女子 選手 福原 聖子 フクハラ セイコ 女 盛岡第一高等学校

56 1 ボート 監督 監督（専任） 佐藤 敏 サトウ サトシ 男 雫石高等学校（教）

57 2 ボート 監督 監督（専任） 鎌野 貴広 カマノ タカヒロ 男 山田高等学校（教）

58 3 ボート 監督 監督（専任） 五十嵐 誠 イガラシ マコト 男 西和賀高等学校（教）

59 4 ボート 監督 監督（専任） 大湊 清信 オオミナト キヨノブ 男 岩手県ボート協会

60 5 ボート 成男ダブルスカル 選手 山根 慶大 ヤマネ ケイタ 男 日本大学 成男ダブルスカル

61 6 ボート 成男ダブルスカル 選手 佐藤 翔 サトウ カケル 男 日本大学 成男ダブルスカル

62 7 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 武藤 彩 ブトウ アヤ 女 みちのくコカ･コーラＲＣ 成女舵手つきクォドルプル

63 8 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 松尾 恵美 マツオ メグミ 女 仙台大学 成女舵手つきクォドルプル

64 9 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 大堀 玲奈 オオホリ レイナ 女 明治大学 成女舵手つきクォドルプル

65 10 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 南野 裕佳里 ミナミノ ユカリ 女 みちのくコカ・コーラＲＣ 成女舵手つきクォドルプル

66 11 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 佐藤 美奈子 サトウ ミナコ 女 みちのくコカ・コーラＲＣ 成女舵手つきクォドルプル

67 12 ボート 成女舵手つきクォドルプル 選手 髙橋 美紀子 タカハシ ミキコ 女 みちのくコカ・コーラＲＣ 成女舵手つきクォドルプル

68 13 ボート 少男ダブルスカル 選手 上中屋敷 拓志 カミナカヤシキ タクシ 男 雫石高等学校 少男ダブルスカル

69 14 ボート 少男ダブルスカル 選手 織笠 瞬 オリカサ シュン 男 山田高等学校 少男ダブルスカル

70 15 ボート 少女ダブルスカル 選手 菊地 真 キクチ マコト 女 宮古高等学校 少女ダブルスカル

71 16 ボート 少女ダブルスカル 選手 三田 友梨香 ミタ ユリカ 女 宮古高等学校 少女ダブルスカル
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72 1 ホッケー 少年男子 監督（専任） 田村 保 タムラ タモツ 男 沼宮内高等学校（教）

73 2 ホッケー 少年男子 選手 丹内 光也 タンナイ コウヤ 男 沼宮内高等学校

74 3 ホッケー 少年男子 選手 千葉 健寛 チバ タケヒロ 男 沼宮内高等学校

75 4 ホッケー 少年男子 選手 工藤 拓也 クドウ タクヤ 男 沼宮内高等学校

76 5 ホッケー 少年男子 選手 上山 凌芽 カミヤマ リョウガ 男 沼宮内高等学校

77 6 ホッケー 少年男子 選手 岩崎 圭介 イワサキ ケイスケ 男 沼宮内高等学校

78 7 ホッケー 少年男子 選手 笈口 将樹 オイグチ マサキ 男 沼宮内高等学校

79 8 ホッケー 少年男子 選手 上澤 祐斗 カミサワ ユウト 男 沼宮内高等学校

80 9 ホッケー 少年男子 選手 佐藤 一徳 サトウ カズノリ 男 不来方高等学校

81 10 ホッケー 少年男子 選手 大下 諒 オオシタ リョウ 男 沼宮内高等学校

82 11 ホッケー 少年男子 選手 山口 滉太 ヤマグチ コウタ 男 沼宮内高等学校

83 12 ホッケー 少年男子 選手 今松 一貴 イママツ カズキ 男 不来方高等学校

84 13 ホッケー 少年男子 選手 丹内 勇輝 タンナイ ユウキ 男 沼宮内高等学校

85 14 ホッケー 少年男子 選手 工藤 優也 クドウ ユウヤ 男 沼宮内高等学校

86 15 ホッケー 少年女子 監督（専任） 岩舘 直也 イワダテ ナオヤ 男 不来方高等学校（教）

87 16 ホッケー 少年女子 選手 十和田 咲 トワダ サキ 女 沼宮内高等学校

88 17 ホッケー 少年女子 選手 千葉 萌 チバ モエ 女 不来方高等学校

89 18 ホッケー 少年女子 選手 滝口 侑佳 タキグチ ユカ 女 沼宮内高等学校

90 19 ホッケー 少年女子 選手 林 知夏 ハヤシ チナツ 女 不来方高等学校

91 20 ホッケー 少年女子 選手 中花 愛莉 ナカハナ アイリ 女 沼宮内高等学校

92 21 ホッケー 少年女子 選手 瀧澤 璃菜 タキサワ リナ 女 沼宮内高等学校

93 22 ホッケー 少年女子 選手 田中 彩樹 タナカ サキ 女 不来方高等学校

94 23 ホッケー 少年女子 選手 橋本 真鈴 ハシモト マリン 女 沼宮内高等学校

95 24 ホッケー 少年女子 選手 瀬川 真帆 セガワ マホ 女 沼宮内高等学校

96 25 ホッケー 少年女子 選手 元村 優佳 モトムラ ユウカ 女 沼宮内高等学校

97 26 ホッケー 少年女子 選手 田村 佑希 タムラ ユキ 女 沼宮内高等学校

98 27 ホッケー 少年女子 選手 田村 綾菜 タムラ アヤナ 女 不来方高等学校

99 28 ホッケー 少年女子 選手 和田 茜 ワダ アカネ 女 不来方高等学校

100 1 ボクシング 成年男子 監督（専任） 八重樫 剛 ヤエガシ ツヨシ 男 千厩高等学校（教）

101 2 ボクシング 成年男子 選手 及川 雅人 オイカワ マサト 男 中央大学 ライトフライ

102 3 ボクシング 成年男子 選手 星 和也 ホシ カズヤ 男 東洋大学 フライ

103 4 ボクシング 成年男子 選手 佐々木 康太 ササキ コウタ 男 日本大学 バンタム

104 5 ボクシング 成年男子 選手 柴田 愛斗 シバタ アイト 男 日本大学 ライト

105 6 ボクシング 成年男子 選手 玉山 勝也 タマヤマ カツヤ 男 明治大学 ウェルター

106 7 ボクシング 少年男子 監督（専任） 鬼柳 忠彦 キヤナギ タダヒコ 男 江南義塾盛岡高等学校（教） コーチ

107 8 ボクシング 少年男子 監督（専任） 辰柳 祐司 タツヤナギ ユウジ 男 黒沢尻工業高等学校（教） コーチ

108 9 ボクシング 少年男子 選手 畠山 稜也 ハタケヤマ タカヤ 男 黒沢尻工業高等学校 バンタム

109 10 ボクシング 少年男子 選手 佐々木 大和 ササキ ヤマト 男 水沢工業高校 ライト

110 11 ボクシング 少年男子 選手 小野寺 好平 オノデラ コウヘイ 男 水沢工業高等学校 ライトウェルター

111 12 ボクシング 少年男子 選手 菊地 翔 キクチ ショウ 男 黒沢尻工業高等学校 ウェルター

112 13 ボクシング 少年男子 選手 梅村 錬 ウメムラ レン 男 江南義塾盛岡高等学校 ミドル

113 1 バレーボール 成年男子6人制 監督（専任） 岡崎 希裕 オカザキ タカヒロ 男 岡崎建設(株)

114 2 バレーボール 成年男子6人制 選手 川村 卓 カワムラ タク 男 花巻市立矢沢中学校（教）

115 3 バレーボール 成年男子6人制 選手 菅田 和希 スガタ カズキ 男 盛岡市立厨川中学校（教）

116 4 バレーボール 成年男子6人制 選手 三ヶ森 誠 ミカモリ マコト 男 紫波町役場

117 5 バレーボール 成年男子6人制 選手 伊藤 康宏 イトウ ヤスヒロ 男 伊保内高等学校（教）

118 6 バレーボール 成年男子6人制 選手 三上 崇 ミカミ タカシ 男 岡崎建設(株)

119 7 バレーボール 成年男子6人制 選手 石川 優 イシカワ ユウ 男 岡崎建設㈱

120 8 バレーボール 成年男子6人制 選手 外﨑 宏志郎 トノサキ コウシロウ 男 ㈱岩手日報社

121 9 バレーボール 成年男子6人制 選手 花坂 郁也 ハナサカ フミヤ 男 岩手大学

122 10 バレーボール 成年男子6人制 選手 西村 優輝 ニシムラ ユウキ 男 岡崎建設(株)

123 11 バレーボール 成年男子6人制 選手 中村 俊介 ナカムラ シュンスケ 男 岩手大学

124 12 バレーボール 成年男子6人制 選手 太野 祐介 フトノ ユウスケ 男 東北福祉大学

125 13 バレーボール 成年男子6人制 選手 野澤 辰義 ノザワ タツヨシ 男 中央学院大学

126 14 バレーボール 成年女子6人制 監督（専任） 岩井 雅俊 イワイ マサトシ 男 前沢明峰支援学校（教）

127 15 バレーボール 成年女子6人制 選手 若林 美帆 ワカバヤシ ミホ 女 ＺＥＲＯ

128 16 バレーボール 成年女子6人制 選手 右京 未生 ウキョウ ミオ 女 ＺＥＲＯ

129 17 バレーボール 成年女子6人制 選手 佐々木 彩織 ササキ サオリ 女 ＺＥＲＯ

130 18 バレーボール 成年女子6人制 選手 金野 夏子 キンノ ナツコ 女 松蔭大学

131 19 バレーボール 成年女子6人制 選手 田村 真綾 タムラ マアヤ 女 ＺＥＲＯ

132 20 バレーボール 成年女子6人制 選手 砂子 愛実 スナコ マナミ 女 リトルウィッチーズ  

133 21 バレーボール 成年女子6人制 選手 戸舘 希恵 トダテ キエ 女 ＺＥＲＯ

134 22 バレーボール 成年女子6人制 選手 山口 由 ヤマグチ ユイ 女 ＺＥＲＯ

135 23 バレーボール 成年女子6人制 選手 阿部 令奈 アベ レイナ 女 ＺＥＲＯ

136 24 バレーボール 成年女子6人制 選手 佐々木 聡美 ササキ サトミ 女 ＺＥＲＯ

137 25 バレーボール 成年女子6人制 選手 小田 恵美 オダ エミ 女 ＺＥＲＯ

138 26 バレーボール 成年女子6人制 選手 菅野 里美 カンノ サトミ 女 ＺＥＲＯ
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139 27 バレーボール 少年女子 監督（専任） 水澤 雄次 ミズサワ ユウジ 男 盛岡第一高等学校（教）

140 28 バレーボール 少年女子 選手 伊藤 なのは イトウ ナノハ 女 盛岡誠桜高等学校

141 29 バレーボール 少年女子 選手 鈴木 萌佳 スズキ モエカ 女 高田高等学校

142 30 バレーボール 少年女子 選手 山田 佑真 ヤマダ ユマ 女 高田高等学校

143 31 バレーボール 少年女子 選手 土谷 紗季 ツチヤ サキ 女 盛岡誠桜高等学校

144 32 バレーボール 少年女子 選手 渡邊 真純 ワタナベ マスミ 女 盛岡誠桜高等学校

145 33 バレーボール 少年女子 選手 大﨑 千裕 オオサキ チヒロ 女 盛岡誠桜高等学校

146 34 バレーボール 少年女子 選手 北田 莉穂 キタダ リホ 女 盛岡誠桜高等学校

147 35 バレーボール 少年女子 選手 渡邊 真恵 ワタナベ サナエ 女 盛岡誠桜高等学校

148 36 バレーボール 少年女子 選手 町屋 祐衣 マチヤ ユイ 女 盛岡誠桜高等学校

149 37 バレーボール 少年女子 選手 佐々木 優葉 ササキ ユウハ 女 盛岡誠桜高等学校

150 38 バレーボール 少年女子 選手 佐々木 遥香 ササキ ハルカ 女 盛岡誠桜高等学校

151 39 バレーボール 少年女子 選手 小野寺 ひかり オノデラ ヒカリ 女 盛岡誠桜高等学校

152 1 バスケットボール 少年男子 監督（専任） 室岡 茂彰 ムロオカ シゲアキ 男 盛岡市立高等学校（教）

153 2 バスケットボール 少年男子 選手 杉内 瑛 スギウチ アキラ 男 盛岡市立高等学校

154 3 バスケットボール 少年男子 選手 菊池 直生 キクチ ナオ 男 黒沢尻工業高等学校

155 4 バスケットボール 少年男子 選手 今野 大貴 コンノ ヒロキ 男 盛岡南高等学校

156 5 バスケットボール 少年男子 選手 柳澤 竣 ヤナギサワ シュン 男 盛岡南高等学校

157 6 バスケットボール 少年男子 選手 山崎 格之 ヤマザキ ノリユキ 男 盛岡市立高等学校

158 7 バスケットボール 少年男子 選手 大西 諄紀 オオニシ アツキ 男 盛岡市立高等学校

159 8 バスケットボール 少年男子 選手 岩井 勇人 イワイ ユウト 男 盛岡市立高等学校

160 9 バスケットボール 少年男子 選手 千葉 高生 チバ コウセイ 男 盛岡市立高等学校

161 10 バスケットボール 少年男子 選手 沼倉 壮輝 ヌマクラ ソウキ 男 一関第一高等学校

162 11 バスケットボール 少年男子 選手 平賀 一輝 ヒラカ カズキ 男 盛岡市立高等学校

163 12 バスケットボール 少年男子 選手 澁田 怜音 シブタ レオン 男 盛岡南高等学校

164 1 レスリング 監督 監督（専任） 巣内 哲司 スナイ テツシ 男 盛岡工業高等学校（教）

165 2 レスリング 監督 監督（専任） 濱道 秀人 ハマミチ ヒデト 男 種市高等学校（教）

166 3 レスリング 成年男子【ﾌﾘｰ】 選手 金沢 勝利 カナザワ カツトシ 男 自衛隊体育学校 フリー 125kg

167 4 レスリング 成年男子【ﾌﾘｰ】 選手 岩﨑 大輔 イワサキ ダイスケ 男 釜石大槌地区消防本部 フリー 61kg

168 5 レスリング 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 中村 裕真 ナカムラ ユウマ 男 東京農業大学 グレコ 71㎏

169 6 レスリング 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 田村 和男 タムラ カズオ 男 ワセダクラブ グレコ 75㎏

170 7 レスリング 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 冨士原 祐貴 フジワラ ユウキ 男 神奈川大学 グレコ 85㎏

171 8 レスリング 成年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 横澤 徹 ヨコサワ トオル 男 盛岡市役所 グレコ 98㎏

172 9 レスリング 少年男子【ﾌﾘｰ】 選手 柴田 雄吾 シバタ ユウゴ 男 種市高等学校 50kg

173 10 レスリング 少年男子【ﾌﾘｰ】 選手 吉田 健太 ヨシダ ケンタ 男 種市高等学校 55kg

174 11 レスリング 少年男子【ﾌﾘｰ】 選手 古山 恭輔 フルヤマ キョウスケ 男 種市高等学校 74kg

175 12 レスリング 少年男子【ﾌﾘｰ】 選手 滝澤 一貴 タキサワ カズキ 男 種市高等学校 96kg

176 13 レスリング 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 菊池 蓮 キクチ レン 男 種市高等学校 60kg

177 14 レスリング 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 三上 康太 ミカミ コウタ 男 盛岡工業高等学校 66kg

178 15 レスリング 少年男子【ｸﾞﾚｺ】 選手 大友 諒慈 オオトモ リョウジ 男 盛岡工業高等学校 84kg

179 1 セーリング 成年 監督（専任） 橋本 洋平 ハシモト ヨウヘイ 男 宮古市役所

180 2 セーリング 成年 選手 越田 幸樹 コシダ コウキ 男 宮古市役所 470級

181 3 セーリング 成年 選手 三浦 怜 ミウラ レン 男 佐川急便(株)三陸店 470級

182 4 セーリング 成年 選手 佐藤 裕典 サトウ ヒロノリ 男 東京エレクトロン東北㈱ 国体シングルハンダー級

183 5 セーリング 成年 選手 伊藤 茂夫 イトウ シゲオ 男 ムラテック 国体ウィンドサーフィン級

184 6 セーリング 成年 選手 高屋敷 七恵 タカヤシキ ナナエ 女 ㈱コナリ セーリングスピリッツ級

185 7 セーリング 成年 選手 森山 啓花 モリヤマ ハルカ 女 宮古市役所 セーリングスピリッツ級

186 8 セーリング 少年 監督（専任） 川口 進 カワグチ ススム 男 宮古商業高等学校（教）

187 9 セーリング 少年 選手 金田一 朋稀 キンダイチ トモキ 男 宮古商業高等学校 セーリングスピリッツ級

188 10 セーリング 少年 選手 木下 勇真 キノシタ ユウマ 男 宮古商業高等学校 セーリングスピリッツ級

189 11 セーリング 少年 選手 菅原 鷹嶺 スガワラ タカネ 男 宮古高等学校 シーホッパー級スモールリグ

190 12 セーリング 少年 選手 長谷川 碧 ハセガワ アオイ 女 宮古高等学校 セーリングスピリッツ級

191 13 セーリング 少年 選手 鳥居 雪乃 トリイ ユキノ 女 宮古商業高等学校 セーリングスピリッツ級

192 14 セーリング 少年 選手 妙川 沙玖良 ミョウカワ サクラ 女 宮古商業高等学校 シーホッパー級スモールリグ

193 1 ウエイトリフティング 監督 監督（専任） 吉田 新一 ヨシダ シンイチ 男 水沢高等学校（教） コーチ

194 2 ウエイトリフティング 成年男子 選手 及川 佳将 オイカワ ケイスケ 男 法政大学 56kg級

195 3 ウエイトリフティング 成年男子 選手 内村 湧嬉 ウチムラ ユウキ 男 岩谷堂高等学校（教） 62kg級

196 4 ウエイトリフティング 成年男子 選手 芦渡 翔 アシワタリ カケル 男 久慈工業高等学校（教） 94kg級

197 5 ウエイトリフティング 成年男子 選手 後藤 清隆 ゴトウ キヨタカ 男 中央大学 105kg級

198 6 ウエイトリフティング 少年男子 選手 土内 嘉理 ツチナイ ヒロトシ 男 久慈工業高等学校 69kg級

199 7 ウエイトリフティング 少年男子 選手 齋藤 英樹 サイトウ ヒデキ 男 盛岡工業高等学校 77kg級

200 8 ウエイトリフティング 少年男子 選手 菊地 凱 キクチ カイ 男 岩谷堂高等学校 105kg級

201 1 ハンドボール 成年男子 監督（専任） 齋藤 崇 サイトウ タカシ 男 花巻北高等学校（教）

202 2 ハンドボール 成年男子 選手 工藤 義博 クドウ ヨシヒロ 男 盛岡北郵便局

203 3 ハンドボール 成年男子 選手 邉 輝哲 ヘン キテツ 男 不来方高等学校（教）

204 4 ハンドボール 成年男子 選手 工藤 和貴 クドウ カズタカ 男 盛岡南高等学校（教）

205 5 ハンドボール 成年男子 選手 佐々木 喬也 ササキ タカヤ 男 盛岡市役所

206 6 ハンドボール 成年男子 選手 高橋 一誠 タカハシ イッセイ 男 盛岡となん支援学校（教）

207 7 ハンドボール 成年男子 選手 森田 啓亮 モリタ ケイスケ 男 早稲田大学

208 8 ハンドボール 成年男子 選手 村田 知紀 ムラタ トモキ 男 国士舘大学

209 9 ハンドボール 成年男子 選手 大和田 翔馬 オオワダ ショウマ 男 富士大学

210 10 ハンドボール 成年男子 選手 千葉 敦 チバ アツシ 男 日本体育大学

211 11 ハンドボール 成年男子 選手 長澤 誠 ナガサワ マコト 男 立教大学

212 12 ハンドボール 成年男子 選手 安倍 竜之介 アベ リュウノスケ 男 国士舘大学

213 13 ハンドボール 成年男子 選手 遠藤 拓也 エンドウ タクヤ 男 富士大学
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214 14 ハンドボール 成年女子 監督（専任） 小川 至門 オガワ シモン 男 花巻南高等学校（教）

215 15 ハンドボール 成年女子 選手 佐久川 ひとみ サクガワ ヒトミ 女 富士大学

216 16 ハンドボール 成年女子 選手 阿部 真澄 アベ マスミ 女 富士大学

217 17 ハンドボール 成年女子 選手 佐藤 明日香 サトウ アスカ 女 富士大学

218 18 ハンドボール 成年女子 選手 田中舘 愛 タナカダテ アイ 女 富士大学

219 19 ハンドボール 成年女子 選手 佐藤 未沙子 サトウ ミサコ 女 盛岡市立厨川中学校（教）

220 20 ハンドボール 成年女子 選手 町屋 なつみ マチヤ ナツミ 女 ＰＣ　ＤＥＰＯＴ　盛岡支店

221 21 ハンドボール 成年女子 選手 沓掛 絵里奈 クツカケ エリナ 女 盛岡商業高等学校（教）

222 22 ハンドボール 成年女子 選手 金山 恵理子 カネヤマ エリコ 女 国士舘大学

223 23 ハンドボール 成年女子 選手 佐々木 明日香 ササキ アスカ 女 東京女子体育大学

224 24 ハンドボール 成年女子 選手 菅原 優香 スガワラ ユカ 女 矢巾町立矢巾北中学校（教）

225 25 ハンドボール 成年女子 選手 田口 妹 タグチ マイ 女 富士大学

226 26 ハンドボール 成年女子 選手 三浦 好沙都 ミウラ ミサト 女 富士大学

227 27 ハンドボール 少年男子 監督（専任） 内記 徹 ナイキ トオル 男 不来方高等学校（教）

228 28 ハンドボール 少年男子 選手 袰屋 竜流 ホロヤ タツル 男 不来方高等学校

229 29 ハンドボール 少年男子 選手 村松 天 ムラマツ テン 男 盛岡南高等学校

230 30 ハンドボール 少年男子 選手 阿部 恭介 アベ キョウスケ 男 盛岡南高等学校

231 31 ハンドボール 少年男子 選手 山﨑 純平 ヤマザキ ジュンペイ 男 不来方高等学校

232 32 ハンドボール 少年男子 選手 佐藤 武瑠 サトウ タケル 男 不来方高等学校

233 33 ハンドボール 少年男子 選手 宮崎 聖 ミヤザキ ヒジリ 男 不来方高等学校

234 34 ハンドボール 少年男子 選手 白石 光希 シライシ コウキ 男 不来方高等学校

235 35 ハンドボール 少年男子 選手 吉田 大翔 ヨシダ ヒロト 男 盛岡南高等学校

236 36 ハンドボール 少年男子 選手 下道 将太 シタミチ ショウタ 男 盛岡南高等学校

237 37 ハンドボール 少年男子 選手 佐藤 夢良 サトウ ユラ 男 不来方高等学校

238 38 ハンドボール 少年男子 選手 村木 弘人 ムラキ ヒロト 男 不来方高等学校

239 39 ハンドボール 少年男子 選手 佐々木 康史郎 ササキ コウシロウ 男 盛岡第一高等学校

240 40 ハンドボール 少年女子 監督（専任） 大沢 勝 オオサワ マサル 男 不来方高等学校（教）

241 41 ハンドボール 少年女子 選手 山田 楓 ヤマダ カエデ 女 不来方高等学校

242 42 ハンドボール 少年女子 選手 佐々木 遥美 ササキ ハルミ 女 不来方高等学校

243 43 ハンドボール 少年女子 選手 射守矢 成美 イモリヤ ナルミ 女 不来方高等学校

244 44 ハンドボール 少年女子 選手 菊池 杏菜 キクチ アンナ 女 不来方高等学校

245 45 ハンドボール 少年女子 選手 秋山 日菜子 アキヤマ ヒナコ 女 不来方高等学校

246 46 ハンドボール 少年女子 選手 遠藤 美月 エンドウ ミヅキ 女 盛岡白百合学園高等学校

247 47 ハンドボール 少年女子 選手 廣田 音奏 ヒロタ オカナ 女 盛岡白百合学園高等学校

248 48 ハンドボール 少年女子 選手 村上 ひなの ムラカミ ヒナノ 女 不来方高等学校

249 49 ハンドボール 少年女子 選手 高田 静 タカダ シズカ 女 盛岡白百合学園高等学校

250 50 ハンドボール 少年女子 選手 山本 樹 ヤマモト イツキ 女 盛岡白百合学園高等学校

251 51 ハンドボール 少年女子 選手 菊池 穂乃香 キクチ ホノカ 女 不来方高等学校

252 52 ハンドボール 少年女子 選手 佐藤 望美 サトウ ノゾミ 女 盛岡南高等学校

253 1 自転車 成年男子 監督（専任） 加藤 善行 カトウ ゼンコウ 男 富士大学監督

254 2 自転車 成年男子 選手 藤根 俊貴 フジネ トシキ 男 順天堂大学

255 3 自転車 成年男子 選手 後藤 悠 ゴトウ ユウ 男 早稲田大学

256 4 自転車 成年男子 選手 照井 拓成 テルイ タクナリ 男 日本大学

257 5 自転車 成年男子 選手 三浦 元緋 ミウラ ハルヒ 男 富士大学

258 6 自転車 少年男子 監督（専任） 宮 弘行 ミヤ ヒロユキ 男 大迫高等学校（教）

259 7 自転車 少年男子 選手 安孫子 大介 アビコ ダイスケ 男 盛岡農業高等学校

260 8 自転車 少年男子 選手 佐々木 翔一 ササキ ショウイチ 男 紫波総合高等学校

261 9 自転車 少年男子 選手 澤口 馨太 サワグチ ケイタ 男 紫波総合高等学校

262 10 自転車 少年男子 選手 小笠原 光 オガサワラ ヒカル 男 紫波総合高等学校

263 11 自転車 少年男子 選手 伊藤 大地 イトウ ダイチ 男 紫波総合高等学校

264 1 ソフトテニス 監督 監督（専任） 川口 倫 カワグチ ヒトシ 男 高田高等学校（教）

265 2 ソフトテニス 少年女子 選手 今野 桃香 コンノ モモコ 女 北上翔南高等学校

266 3 ソフトテニス 少年女子 選手 千葉 未散 チバ ミチル 女 北上翔南高等学校

267 4 ソフトテニス 少年女子 選手 春山 海帆 ハルヤマ ミホ 女 黒沢尻北高等学校

268 5 ソフトテニス 少年女子 選手 菊地 はづき キクチ ハヅキ 女 黒沢尻北高等学校

269 6 ソフトテニス 少年女子 選手 菊池 花歩 キクチ カホ 女 高田高等学校

270 7 ソフトテニス 少年女子 選手 小野 風香 オノ フウカ 女 黒沢尻北高等学校

271 1 卓球 成年男子 監督（専任） 新沼 興隆 ニイヌマ オクタカ 男 株式会社大昭堂印刷所

272 2 卓球 成年男子 選手 大野 泰士 オオノ タイシ 男 中央大学

273 3 卓球 成年男子 選手 星 智仁 ホシ トモヒト 男 専修大学

274 4 卓球 成年男子 選手 北原 大輝 キタハラ ダイキ 男 専修大学

275 5 卓球 少年女子 監督（専任） 細川 健治 ホソカワ ケンジ 男 大野高等学校（教）

276 6 卓球 少年女子 選手 松浦 明香里 マツウラ アカリ 女 大野高等学校

277 7 卓球 少年女子 選手 髙橋 梓海 タカハシ アズミ 女 大野高等学校

278 8 卓球 少年女子 選手 塚本 佳苗 ツカモト カナエ 女 大野高等学校
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279 1 軟式野球 成年男子 監督（専任） 佐々木 圭 ササキ ケイ 男 岩手県野球協会

280 2 軟式野球 成年男子 選手 多田 圭吾 タダ ケイゴ 男 盛岡信用金庫

281 3 軟式野球 成年男子 選手 東山 剛 ヒガシヤマ ツヨシ 男 （株）阿部繁孝商店

282 4 軟式野球 成年男子 選手 竹田 真悟 タケダ シンゴ 男 水沢信用金庫

283 5 軟式野球 成年男子 選手 佐々木 重聡 ササキ シゲアキ 男 雫石クラブ

284 6 軟式野球 成年男子 選手 小原 慎矢 オバラ シンヤ 男 北上信用金庫

285 7 軟式野球 成年男子 選手 武田 聖貴 タケダ トシキ 男 北上信用金庫

286 8 軟式野球 成年男子 選手 工藤 和宏 クドウ カズヒロ 男 盛岡信用金庫

287 9 軟式野球 成年男子 選手 横倉 怜武 ヨコクラ サトム 男 花巻信用金庫

288 10 軟式野球 成年男子 選手 松本 弘輝 マツモト ヒロキ 男 東北銀行

289 11 軟式野球 成年男子 選手 名須川 茂雄 ナスカワ シゲオ 男 北上信用金庫

290 12 軟式野球 成年男子 選手 森子 勇介 モリコ ユウスケ 男 （株）阿部繁孝商店

291 13 軟式野球 成年男子 選手 河村 泰輔 カワムラ タイスケ 男 （株）阿部繁孝商店

292 14 軟式野球 成年男子 選手 藤尾 知生 フジオ トモキ 男 北日本銀行

293 15 軟式野球 成年男子 選手 高橋 龍一 タカハシ リュウイチ 男 雫石クラブ

294 16 軟式野球 成年男子 選手 吉田 正和 ヨシダ マサカズ 男 （株）阿部繁孝商店

295 1 相撲 成年男子 監督（専任） 谷地 勇 ヤチ イサム 男 有限会社谷地林業

296 2 相撲 成年男子 選手 五十嵐 敦 イガラシ アツシ 男 盛岡市役所 中堅

297 3 相撲 成年男子 選手 里舘 健 サトダテ ケン 男 大東文化大学 大将

298 4 相撲 成年男子 選手 古舘 文明 フルダテ フミアキ 男 夢実耕望株式会社 先鋒

299 5 相撲 少年男子 監督（専任） 越田 正信 コシタ マサノブ 男 平舘高等学校（教）

300 6 相撲 少年男子 選手 田口 龍 タグチ リュウ 男 盛岡農業高等学校 副将

301 7 相撲 少年男子 選手 上平 晴輝 カミタイ ハルキ 男 平舘高等学校 大将

302 8 相撲 少年男子 選手 髙橋 和優 タカハシ カズマサ 男 平舘高等学校 中堅

303 9 相撲 少年男子 選手 松浦 智哉 マツウラ トモヤ 男 平舘高等学校 二陣

304 10 相撲 少年男子 選手 西野 明河 ニシノ メイガ 男 平舘高等学校 先鋒

305 1 馬術 監督・ＨＭ 監督（兼任） 山口 勝也 ヤマグチ カツヤ 男 遠野馬の里

306 2 馬術 監督・ＨＭ ＨＭ（兼任） 渡邉 咲 ワタナベ サキ 女 岩手フード株式会社

307 3 馬術 成年 選手 佐藤 改 サトウ カイ 男 アリオン

308 4 馬術 成年 選手 黒須 晴子 クロス ハルコ 女 岩手県馬術連盟

309 5 馬術 成年 選手 齊藤 圭介 サイトウ ケイスケ 男 株式会社　ツクバハーベストガーデン

310 6 馬術 少年 選手 菅原 優輔 スガワラ ユウスケ 男 水沢農業高等学校

311 1 フェンシング 成年男子 監督（兼任） 阿部 篤嗣 アベ アツシ 男 一関リハビリセンター

312 2 フェンシング 成年男子 選手 佐々木 慶将 ササキ ヨシマサ 男 (有)共輪自動車

313 3 フェンシング 成年男子 選手 千葉 至 チバ イタル 男 JAいわて平泉

314 4 フェンシング 成年女子 監督（兼任） 佐藤 葵 サトウ アオイ 女 東京女子体育大学

315 5 フェンシング 成年女子 選手 中野 早織 ナカノ サオリ 女 秋保クリニック

316 6 フェンシング 成年女子 選手 吉田 彩子 ヨシダ アヤコ 女 ベル・オーブ水沢

317 1 柔道 成年男子 監督（専任） 小黒澤 正智 オグロサワ マサトモ 男 岩手県警察

318 2 柔道 成年男子 選手 岩﨑 奨平 イワサキ ショウヘイ 男 日本体育大学 先鋒

319 3 柔道 成年男子 選手 平山 慧周 ヒラヤマ ケイシュウ 男 順天堂大学 次鋒

320 4 柔道 成年男子 選手 久保田 有亮 クボタ ユウスケ 男 岩手県警察 中堅

321 5 柔道 成年男子 選手 橋本 憲宗 ハシモト ノリムネ 男 岩手県警察 副将

322 6 柔道 成年男子 選手 佐々木 成 ササキ ジョウ 男 山梨学院大学 大将

323 7 柔道 成年女子 監督（専任） 阿部 博之 アベ ヒロユキ 男 一本木中学校（教）

324 8 柔道 成年女子 選手 薬師神 桃子 ヤクシジン モモコ 女 仙台大学 先鋒

325 9 柔道 成年女子 選手 田山 稔絵 タヤマ トシエ 女 高岡法科大学 中堅

326 10 柔道 成年女子 選手 渡邉 悠季 ワタナベ ユキ 女 岩手県警察 大将

327 1 ソフトボール 成年女子 監督（専任） 高橋 知美 タカハシ トモミ 女 富士大学

328 2 ソフトボール 成年女子 選手 織田 志保 オリタ シホ 女 富士大学 投手

329 3 ソフトボール 成年女子 選手 須貝 祥江 スガイ サチエ 女 富士大学 捕手

330 4 ソフトボール 成年女子 選手 髙橋 瑛未 タカハシ エミ 女 富士大学 一塁手

331 5 ソフトボール 成年女子 選手 松橋 妃呂香 マツハシ ヒロカ 女 富士大学 二塁手

332 6 ソフトボール 成年女子 選手 内田 千尋 ウチダ チヒロ 女 富士大学 三塁手

333 7 ソフトボール 成年女子 選手 長津 香凛 ナガツ カリン 女 富士大学 遊撃手

334 8 ソフトボール 成年女子 選手 根本 実佳 ネモト ミカ 女 富士大学 左翼手

335 9 ソフトボール 成年女子 選手 長谷川 茉実 ハセガワ マミ 女 富士大学 中堅手

336 10 ソフトボール 成年女子 選手 加藤 夏望 カトウ ナツミ 女 富士大学 右翼手

337 11 ソフトボール 成年女子 選手 小林 愛弓 コバヤシ アユミ 女 富士大学 右翼手

338 12 ソフトボール 成年女子 選手 田中 萌 タナカ モエ 女 富士大学 左翼手

339 13 ソフトボール 成年女子 選手 草苅 里菜 クサカリ リナ 女 富士大学 投手

340 14 ソフトボール 成年女子 選手 佐藤 桃香 サトウ モモカ 女 富士大学 投手

341 15 ソフトボール 少年男子 監督（専任） 菅 康裕 カン ヤスヒロ 男 盛岡市立高等学校（教）

342 16 ソフトボール 少年男子 選手 木村 優希 キムラ ユウキ 男 福岡高等学校 投手

343 17 ソフトボール 少年男子 選手 佐藤 勇介 サトウ ユウスケ 男 盛岡中央高等学校 捕手

344 18 ソフトボール 少年男子 選手 澤 隼斗 サワ ハヤト 男 福岡高等学校 一塁手

345 19 ソフトボール 少年男子 選手 菊池 亮輔 キクチ リョウスケ 男 盛岡中央高等学校 二塁手

346 20 ソフトボール 少年男子 選手 朝倉 卓 アサクラ タク 男 金ケ崎高等学校 三塁手

347 21 ソフトボール 少年男子 選手 道源 康太 ドウゲン コウタ 男 盛岡中央高等学校 遊撃手

348 22 ソフトボール 少年男子 選手 馬場 聡壮 ババ トシマサ 男 福岡高等学校 左翼手

349 23 ソフトボール 少年男子 選手 小船 竜暉 コブネ タツキ 男 福岡高等学校 中堅手

350 24 ソフトボール 少年男子 選手 大清水 瑛良 オオシミズ アキラ 男 福岡高等学校 右翼手

351 25 ソフトボール 少年男子 選手 高橋 徳東 タカハシ ノリト 男 金ケ崎高等学校 投手

352 26 ソフトボール 少年男子 選手 小笠原 孝誠 オガサワラ コウセイ 男 福岡高等学校 捕手

353 27 ソフトボール 少年男子 選手 柴田 健太郎 シバタ ケンタロウ 男 福岡高等学校 三塁手

354 28 ソフトボール 少年男子 選手 澤屋敷 海 サワヤシキ カイ 男 盛岡中央高等学校 中堅手
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355 1 バドミントン 成年男子 監督（専任） 石川 聡 イシカワ サトシ 男 ＪＲ東日本盛岡支社

356 2 バドミントン 成年男子 選手 石川 貴寛 イシカワ タカヒロ 男 奥州病院

357 3 バドミントン 成年男子 選手 菊地 裕太 キクチ ユウタ 男 富士大学

358 4 バドミントン 成年男子 選手 室岡 大晶 ムロオカ ヒロアキ 男 北翔大学

359 5 バドミントン 少年女子 監督（専任） 渡邉 清一 ワタナベ セイイチ 男 前沢高等学校（教）

360 6 バドミントン 少年女子 選手 畠山 静花 ハタケヤマ シズカ 女 花北青雲高等学校

361 7 バドミントン 少年女子 選手 中島 葵 ナカシマ アオイ 女 花北青雲高等学校

362 8 バドミントン 少年女子 選手 松好 奏海 マツヨシ カナミ 女 前沢高等学校

363 1 弓道 成年男子 監督（兼任） 伊藤 寿宏 イトウ トシヒロ 男 リコー光学株式会社

364 2 弓道 成年男子 選手 高橋 昂大 タカハシ コウダイ 男 リコー光学株式会社

365 3 弓道 成年男子 選手 女鹿口 幸成 メガグチ ユキナリ 男 株式会社一戸夢ファーム

366 4 弓道 成年女子 監督（兼任） 瀬川 素子 セガワ モトコ 女 ラッキーバッグ株式会社花城薬局

367 5 弓道 成年女子 選手 菊池 ひかり キクチ ヒカリ 女 大学

368 6 弓道 成年女子 選手 村川 春圭 ムラカワ ハルカ 女 盛岡市上下水道局

369 1 ライフル射撃 成年男子 監督（専任） 大西 宣文 オオニシ ノリフミ 男 岩手県土木技術振興協会

370 2 ライフル射撃 成年男子 選手 佐藤 健一 サトウ ケンイチ 男 矢巾町役場 Ａ：50m3×40Ｍ

371 3 ライフル射撃 成年男子 選手 川又 和希 カワマタ カズキ 男 紫波警察署 G：ＣＰ60Ｍ／H：ＣＰ30Ｍ

372 4 ライフル射撃 成年女子 選手 坂本 由美子 サカモト ユミコ 女 八幡平市ライフル射撃・バイアスロン協会 Ⅰ：50m3×20Ｗ／Ｊ：50mＰ60Ｗ

373 5 ライフル射撃 成年女子 選手 佐々木 千鶴 ササキ チヅル 女 岩手県警察本部 Ｍ：ＡＰ40Ｗ

374 6 ライフル射撃 成年女子 選手 高橋 沙織 タカハシ サオリ 女 八幡平市ライフル射撃・バイアスロン協会 Ｋ：10mＳ40Ｗ／ Ｌ：10ｍＰ40Ｗ

375 7 ライフル射撃 少年女子 選手 佐藤 綾乃 サトウ アヤノ 女 盛岡第二高等学校 Ｓ：ＢＲＳ40ＪＷ／Ｔ：ＢＲＳ20ＪＷ

376 1 剣道 成年男子 監督（兼任） 赤嵜 竜一 アカサキ リュウイチ 男 盛岡南高等学校　（教） 副　将

377 2 剣道 成年男子 選手 菅原 一真 スガワラ カズマ 男 岩手県警察機動隊 先　鋒

378 3 剣道 成年男子 選手 古舘 将 フルダテ マサル 男 宮古高等学校　(教） 次　鋒

379 4 剣道 成年男子 選手 中瀬 雅英 ナカセ マサヒデ 男 岩手県警察学校 中　堅

380 5 剣道 成年男子 選手 佐々木 良博 ササキ ヨシヒロ 男 (株）佐々木建設 大　将

381 1 ラグビーフットボール 成年男子 監督（兼任） 細川 進 ホソカワ ススム 男 （医）楽山会

382 2 ラグビーフットボール 成年男子 選手 千葉 大和 チバ ヤマト 男 ㈱寿広

383 3 ラグビーフットボール 成年男子 選手 佐々木 陽丞 ササキ ヨウスケ 男 新日鐵住金㈱釜石製鐵所

384 4 ラグビーフットボール 成年男子 選手 木村 優太 キムラ ユウタ 男 産業振興㈱

385 5 ラグビーフットボール 成年男子 選手 合澤 英旦 アイザワ ヒデアキ 男 新日鐵住金㈱釜石製鐵所

386 6 ラグビーフットボール 成年男子 選手 菅原 祐輝 スガワラ ユウキ 男 新日鐵住金㈱釜石製鐵所

387 7 ラグビーフットボール 成年男子 選手 沼田 邦光 ヌマタ クニミツ 男 新日鐵住金㈱釜石製鉄所

388 8 ラグビーフットボール 成年男子 選手 佐々木 徹 ササキ トオル 男 岩手農蚕㈱

389 9 ラグビーフットボール 成年男子 選手 高野 陽平 タカノ ヨウヘイ 男 矢巾町立矢巾中学校（教）

390 10 ラグビーフットボール 成年男子 選手 中村 悠太 ナカムラ ユウタ 男 ㈱共栄テック

391 11 ラグビーフットボール 成年男子 選手 小野 航大 オノ コウダイ 男 釜石シーウェイブスＲＦＣ

392 12 ラグビーフットボール 少年男子 監督（専任） 小田島 康人 コダシマ ヤスヒト 男 黒沢尻北高等学校（教）

393 13 ラグビーフットボール 少年男子 選手 大森 雄渡 オオモリ ユウト 男 黒沢尻北高等学校

394 14 ラグビーフットボール 少年男子 選手 舘澤 徹士 タテサワ テツシ 男 盛岡工業高等学校

395 15 ラグビーフットボール 少年男子 選手 菊地 慶 キクチ ケイ 男 黒沢尻北高等学校

396 16 ラグビーフットボール 少年男子 選手 高橋 恭平 タカハシ キョウヘイ 男 黒沢尻北高等学校

397 17 ラグビーフットボール 少年男子 選手 越田 翔威 コシタ ショウイ 男 黒沢尻工業高等学校

398 18 ラグビーフットボール 少年男子 選手 菅原 貴野 スガワラ タカヤ 男 黒沢尻工業高等学校

399 19 ラグビーフットボール 少年男子 選手 高橋 駿輔 タカハシ シュンスケ 男 盛岡工業高等学校

400 20 ラグビーフットボール 少年男子 選手 大澤 大和 オオサワ ヤマト 男 黒沢尻北高等学校

401 21 ラグビーフットボール 少年男子 選手 稲垣 佑都 イナガキ ユウト 男 黒沢尻北高等学校

402 22 ラグビーフットボール 少年男子 選手 手束 伊吹 テツカ イブキ 男 黒沢尻北高等学校

403 23 ラグビーフットボール 少年男子 選手 山崎 俊哉 ヤマザキ シュンヤ 男 盛岡工業高等学校

404 24 ラグビーフットボール 少年男子 選手 石橋 尚宣 イシバシ ナオキ 男 黒沢尻北高等学校

405 25 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐々木 征嗣 ササキ マサシ 男 黒沢尻北高等学校

406 26 ラグビーフットボール 少年男子 選手 小田中 玲志 オダナカ レイジ 男 黒沢尻北高等学校

407 27 ラグビーフットボール 少年男子 選手 梅津 友喜 ウメツ ユウキ 男 黒沢尻北高等学校

408 28 ラグビーフットボール 少年男子 選手 畠山 元気 ハタケヤマ ゲンキ 男 黒沢尻工業高等学校

409 29 ラグビーフットボール 少年男子 選手 菊池 萌人 キクチ モエト 男 黒沢尻北高等学校

410 30 ラグビーフットボール 少年男子 選手 菊池 優斗 キクチ ユウト 男 黒沢尻北高等学校

411 31 ラグビーフットボール 少年男子 選手 平藤 大惟介 ヒラフジ ダイスケ 男 黒沢尻北高等学校

412 32 ラグビーフットボール 少年男子 選手 浦田 慎也 ウラタ シンヤ 男 盛岡工業高等学校

413 33 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐藤 雄介 サトウ ユウスケ 男 宮古高等学校

414 34 ラグビーフットボール 少年男子 選手 三上 優斗 ミカミ ユウト 男 盛岡工業高等学校

415 35 ラグビーフットボール 少年男子 選手 畠山 克己 ハタケヤマ カツミ 男 宮古高等学校

416 1 山岳 成年男子 監督（専任） 畠山 晃 ハタケヤマ アキラ 男 奥州市立羽田小学校（教）

417 2 山岳 成年男子 選手 藤原 佑樹 フジワラ ユウキ 男 岩手クライミングクラブ

418 3 山岳 成年男子 選手 室塚 彬 ムロツカ アキラ 男 岩手缶詰（株）盛岡営業所

419 4 山岳 成年女子 監督（専任） 千葉 真英 チバ マサヒデ 男 岩手県盛岡南高等学校（教）

420 5 山岳 成年女子 選手 金澤 千怜 カナザワ チサト 女 岩手クライミングクラブ

421 6 山岳 成年女子 選手 立花 里実 タチバナ サトミ 女 日本生命花巻営業部

422 7 山岳 少年男子 監督（専任） 新田 亮一 ニッタ リョウイチ 男 岩手高等学校（教）

423 8 山岳 少年男子 選手 山内 響 ヤマウチ ヒビキ 男 盛岡南高等学校

424 9 山岳 少年男子 選手 佐々木 建彰 ササキ タケアキ 男 盛岡市立厨川中学校

425 10 山岳 少年女子 監督（専任） 清藤 祐貴雄 セイトウ ユキオ 男 盛岡第一高等学校（教）

426 11 山岳 少年女子 選手 山瀬 奈々子 ヤマセ ナナコ 女 盛岡第三高等学校

427 12 山岳 少年女子 選手 中村 朱 ナカムラ アヤ 女 盛岡第一高等学校
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428 1 カヌー 監督 監督（専任） 飛澤 寛一 トビサワ カンイチ 男 宮古市役所 スラローム・ワイルドウォーター

429 2 カヌー 監督 監督（専任） 小野 幸一 オノ コウイチ 男 不来方高校（教） スプリント

430 3 カヌー SP成年男子 選手 近村 健太 チカムラ ケンタ 男 盛岡市役所 カヌースプリント　カヤックシングル

431 4 カヌー SP成年男子 選手 鈴木 啓史 スズキ ヒロフミ 男 立命館大学 カヌースプリント　カナディアンシングル

432 5 カヌー SP少年男子 選手 四戸 宗 シノヘ ソウ 男 不来方高等学校 カヌースプリント　カヤックシングル

433 6 カヌー SP少年男子 選手 吉田 健吾 ヨシダ ケンゴ 男 不来方高等学校 カヌースプリント　カナディアンシングル

434 7 カヌー SP少年女子 選手 熊谷 静紅 クマガイ シズク 女 不来方高等学校 カヌースプリント　カヤックペア

435 8 カヌー SP少年女子 選手 五十嵐 結衣 イガラシ ユイ 女 不来方高等学校 カヌースプリント　カヤックペア

436 9 カヌー SP少年女子 選手 菊池 ひな キクチ ヒナ 女 不来方高等学校 カヌースプリント　カヤックシングル

437 10 カヌー SLR及びWW 選手 古舘 伸郎 フルダテ ノブオ 男 岩手県庁 カヌーワイルドウォーター　カヤックシングル

438 11 カヌー SLR及びWW 選手 山田 茉未 ヤマダ マミ 女 岩手中央農業協同組合 カヌーワイルドウォーター　カヤックシングル

439 1 アーチェリー 監督 監督（専任） 角 清一 カド セイイチ 男 盛岡工業高等学校（教）

440 2 アーチェリー 監督 監督（専任） 鈴木 啓太郎 スズキ ケイタロウ 男 盛岡白百合学園高等学校（教）

441 3 アーチェリー 成年男子 選手 丹野 天士 タンノ テンシ 男 長崎国際大学

442 4 アーチェリー 成年男子 選手 佐々木 陽平 ササキ ヨウヘイ 男 日本体育大学

443 5 アーチェリー 成年男子 選手 和田 英哲 ワダ ヒデアキ 男 東北大学　職員

444 6 アーチェリー 成年女子 選手 福田 菜々子 フクダ ナナコ 女 長崎国際大学

445 7 アーチェリー 成年女子 選手 岩渕 萌 イワブチ モエ 女 近畿大学

446 8 アーチェリー 成年女子 選手 福田 桃子 フクダ モモコ 女 長崎国際大学

447 1 空手道 成年男子 監督（専任） 佐藤 清幸 サトウ セイコウ 男 花巻酒販㈱

448 2 空手道 成年男子 選手 山崎 眞門 ヤマザキ シモン 男 日本体育大学 組手軽量級

449 3 空手道 成年男子 選手 佐々木 裕哉 ササキ ヒロキ 男 東洋大学 組手中量級

450 4 空手道 成年男子 選手 佐々木 優太 ササキ ユウタ 男 ㈱ワイ・デー・ケーメカトロニクス 組手重量級

451 5 空手道 成年女子 選手 川向 七瀬 カワムカイ ナナセ 女 岩手県空手道連盟 形のみ出場

452 6 空手道 成年女子 選手 中世古 なつき ナカセコ ナツキ 女 国士舘大学 組手

453 7 空手道 少年男子 選手 佐々 俊樹 ササ トシキ 男 釜石商工高等高校 組手

454 8 空手道 少年女子 選手 佐藤 侑夏 サトウ ユウカ 女 釜石商工高等高校 組手

455 1 銃剣道 成年男子 監督（兼任） 芳賀 淳一 ハガ ジュンイチ 男 陸上自衛隊

456 2 銃剣道 成年男子 選手 遠藤 彰徳 エンドウ アキノリ 男 陸上自衛隊 先鋒

457 3 銃剣道 成年男子 選手 阿部 勝行 アベ カツユキ 男 陸上自衛隊 中堅

458 4 銃剣道 少年男子 監督（専任） 佐々木 利朗 ササキ トシアキ 男 岩手銀行

459 5 銃剣道 少年男子 選手 千葉 将之 チバ マサユキ 男 釜石商工高等学校 先鋒

460 6 銃剣道 少年男子 選手 佐々木 学 ササキ マナブ 男 釜石商工高等学校 中堅

461 7 銃剣道 少年男子 選手 佐藤 澪太 サトウ レイタ 男 釜石商工高等学校 大将

462 1 クレー射撃 成年 監督（兼任） 白藤 博康 シラフジ ヒロヤス 男 盛岡地区広域消防組合 トラップ

463 2 クレー射撃 成年 選手 西川 良幸 ニシカワ ヨシユキ 男 カルソニック スキート

464 3 クレー射撃 成年 選手 村谷 信明 ムラタニ ノブアキ 男 （有）村谷パン　（株）豊和商事 スキート

465 4 クレー射撃 成年 選手 武内 重人 タケウチ シゲト 男 京西電機（株）岩手工場 スキート

466 5 クレー射撃 成年 選手 竹島 倉一 タケシマ ショウイチ 男 （有）竹島建設 トラップ

467 6 クレー射撃 成年 選手 工藤 博貴 クドウ ヒロキ 男 盛岡市役所 トラップ

468 1 なぎなた 成年女子 監督（専任） 西村 美香 ニシムラ ミカ 女 一戸町教育委員会

469 2 なぎなた 成年女子 選手 岩﨑 彩 イワサキ アヤ 女 釜石商工高等学校（教） 大将

470 3 なぎなた 成年女子 選手 佐藤 有華 サトウ ユカ 女 神戸松蔭女子学院大学 中堅

471 4 なぎなた 成年女子 選手 疋田 かんな ヒキタ カンナ 女 日本女子体育大学 先鋒

472 5 なぎなた 少年女子 選手 中村 智華 ナカムラ チカ 女 釜石商工高等学校 大将

473 6 なぎなた 少年女子 選手 川﨑 裕奈 カワサキ ユウナ 女 釜石商工高等学校 中堅

474 7 なぎなた 少年女子 選手 佐藤 祐香 サトウ ユカ 女 釜石商工高等学校 先鋒

475 1 ボウリング 成年男子 監督（専任） 菊池 史和 キクチ フミカズ 男 遠野高等学校（職員）

476 2 ボウリング 成年男子 選手 佐藤 信也 サトウ シンヤ 男 奥州市(農業)

477 3 ボウリング 成年男子 選手 谷藤 元 タニフジ ハジメ 男 岩手日報アド・ブランチ株式会社

478 4 ボウリング 成年男子 選手 千田 晃 チダ コウ 男 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社

479 5 ボウリング 成年男子 選手 伊藤 誠 イトウ マコト 男 花巻温泉株式会社

480 6 ボウリング 少年男子 監督（専任） 平中 薫 タイナカ カオル 男 岩手ニッカン株式会社

481 7 ボウリング 少年男子 選手 平中 彗 タイナカ セイ 男 盛岡中央高等学校 団体戦（第1投球者）及び個人戦

482 8 ボウリング 少年男子 選手 畠山 智輝 ハタケヤマ トモテル 男 平舘高等学校 団体戦（第2投球者）及び個人戦

483 9 ボウリング 少年女子 監督（専任） 小林 みち子 コバヤシ ミチコ 女 岩手県ボウリング連盟

484 10 ボウリング 少年女子 選手 猿川 亜実 サルカワ アミ 女 盛岡第二高等学校 団体戦（第1投球者）及び個人戦

485 11 ボウリング 少年女子 選手 千葉 有夏 チバ ユウカ 女 盛岡第四高等学校 団体戦（第2投球者）及び個人戦

486 1 ゴルフ 監督 監督（専任） 小岩 みき コイワ ミキ 女 南岩手カントリークラブ

487 2 ゴルフ 成年男子 選手 星 健太 ホシ ケンタ 男 希望郷いわて国体八幡平市実行委員会

488 3 ゴルフ 成年男子 選手 野又 雄太 ノマタ ユウタ 男 ラパーク

489 4 ゴルフ 成年男子 選手 菅原 吉博 スガワラ ヨシヒロ 男 有限会社東日本開発

490 5 ゴルフ 女子 選手 岩谷 佳奈 イワヤ カナ 女 有限会社岩谷水産

491 6 ゴルフ 女子 選手 中田 綾乃 ナカタ アヤノ 女 明治大学

492 7 ゴルフ 女子 選手 津志田 翔子 ツシダ ショウコ 女 盛岡中央高等学校

493 1 トライアスロン 成年男女 選手 寺澤 光介 テラサワ コウスケ 男 日本体育大学

494 2 トライアスロン 成年男女 選手 細川 久実子 ホソカワ クミコ 女 宮古病院

網掛けは、会期前競技（水泳、カヌースラローム・ワイルドウォーター）
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