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1 1 陸上競技 監督 監督（専任） 藤井 雅史 フジイ マサフミ 男 盛岡第一高等学校（教）

2 2 陸上競技 監督 監督（専任） 千葉 信彦 チバ ノブヒコ 男 釜石高等学校（教）

3 3 陸上競技 成年男子 選手 石川 周平 イシカワ シュウヘイ 男 筑波大学 110ｍハードル

4 4 陸上競技 成年男子 選手 田代 優仁 タシロ マサヒト 男 岩手大学 400ｍハードル、リレー

5 5 陸上競技 成年男子 選手 髙橋 和生 タカハシ カズキ 男 早稲田大学 10000ｍ競歩

6 6 陸上競技 成年男子 選手 佐藤 征平 サトウ マサヒラ 男 国士舘クラブ 砲丸投

7 7 陸上競技 成年男子 選手 長沼 元 ナガヌマ ゲン 男 国士舘大学 やり投

8 8 陸上競技 成年男子 選手 宮﨑 幸辰 ミヤサキ ユキトキ 男 東北大学 リレーのみ出場

9 9 陸上競技 成年男子 選手 國吉 尭胤 クニヨシ アキツグ 男 日本大学 リレーのみ出場

10 10 陸上競技 成年女子 選手 山田 美来 ヤマダ ミク 女 日本体育大学 100m、400m、リレー

11 11 陸上競技 成年女子 選手 新田 真未 ニッタ マミ 女 岩手大学 400ｍハードル、リレー

12 12 陸上競技 成年女子 選手 熊谷 菜美 クマガイ ナミ 女 国士舘大学 5000ｍ競歩

13 13 陸上競技 成年女子 選手 新田 英理子 ニッタ エリコ 女 東京学芸大学 棒高跳

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 リレーのみ出場

15 15 陸上競技 少年男子Ａ 選手 村里 春樹 ムラサト ハルキ 男 盛岡南高等学校 400ｍ、共通800m

16 16 陸上競技 少年男子Ａ 選手 小倉 朝陽 オグラ アサヒ 男 一関学院高等学校 5000ｍ

17 17 陸上競技 少年男子Ａ 選手 湯澤 秀太 ユザワ シュウタ 男 盛岡工業高等学校 ハンマー投、共通円盤投

18 18 陸上競技 少年男子Ａ 選手 吉田 翔太 ヨシダ ショウタ 男 水沢第一高等学校 やり投

19 19 陸上競技 少年男子Ａ 選手 石崎 浩大 イシザキ コウダイ 男 盛岡南高等学校 共通110ｍＨ、リレー

20 20 陸上競技 少年男子Ａ 選手 植野 諒豪 ウエノ リョウゴ 男 盛岡市立高等学校 共通三段跳、リレー

21 21 陸上競技 少年男子Ａ 選手 藤井 大祐 フジイ ダイスケ 男 盛岡南高等学校 リレーのみ出場

22 22 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 髙杉 時史 タカスギ トキフミ 男 黒沢尻北高等学校 100m、リレー

23 23 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 滝澤 遵併 タキサワ ジュンペイ 男 大宮中学校 走幅跳、リレー

24 24 陸上競技 少年男子Ｂ 選手 三田地 駿太郎 ミタチ シュンタロウ 男 盛岡南高等学校 砲丸投

25 25 陸上競技 少年女子Ａ 選手 大山 里花 オオヤマ リカ 女 黒沢尻北高等学校 100m、リレー

26 26 陸上競技 少年女子Ａ 選手 佐々木 慧 ササキ ケイ 女 花巻東高等学校 400ｍ、リレー

27 27 陸上競技 少年女子Ａ 選手 前田 桃華 マエダ モモカ 女 盛岡第三高等学校 走幅跳、リレー

28 28 陸上競技 少年女子Ａ 選手 齋藤 祐美 サイトウ ユミ 女 盛岡第四高等学校 共通400ｍハードル

29 29 陸上競技 少年女子Ａ 選手 山中 愛仁果 ヤマナカ アニカ 女 盛岡第一高等学校 共通三段跳

30 30 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 若狹 愛友奈 ワカサ アユナ 女 見前中学校 1500ｍ

31 31 陸上競技 少年女子Ｂ 選手 相馬 佳奈 ソウマ カナ 女 久慈高等学校 リレーのみ出場

32 1 水泳（競泳） 監督 監督（専任） 一方井 亮 イッカタイ リョウ 男 杜陵高等学校奥州校（教）

33 2 水泳（競泳） 監督 監督（専任） 及川 雄輝 オイカワ ユウキ 男 盛岡南高等学校（教）

34 3 水泳（競泳） 成年男子 選手 一戸 元喜 イチノヘ モトキ 男 日本大学 バタフライ 100ｍ

35 4 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 熊谷 栞汰 クマガイ カンタ 男 盛岡南高等学校 自由形 50ｍ

36 5 水泳（競泳） 少年男子Ａ 選手 辻山 歩夢 ツジヤマ アユム 男 一関第一高等学校 背泳ぎ 200ｍ

37 6 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 中島 千咲代 ナカジマ チサヨ 女 盛岡北高等学校
自由形 400ｍ、
バタフライ 200ｍ、リレー

38 7 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 森 巴泉 モリ ハズミ 女 盛岡北高等学校 リレー400ｍ

39 8 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 千葉 すみれ チバ スミレ 女 一関第一高等学校 自由形 50ｍ・100ｍ、リレー

40 9 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 東條 真奈 トウジョウ マナ 女 盛岡第三高等学校 平泳 200ｍ、リレー400ｍ

41 10 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 及川 羽藍 オイカワ ウラン 女 不来方高等学校 リレー400ｍ

42 11 水泳（競泳） 少年女子Ａ 選手 千葉 美南 チバ ミナミ 女 水沢第一高等学校 リレー400ｍ

43 12 水泳（アーティスティック） 少年女子 監督（専任） 遠藤 悠子 エンドウ ユウコ 女 NPO法人盛岡市水泳協会

44 13 水泳（アーティスティック） 少年女子 選手 吉水 想蘭 ヨシミズ ソラ 女 盛岡南高等学校

45 14 水泳（アーティスティック） 少年女子 選手 遠藤 紗希 エンドウ サキ 女 盛岡白百合学園高等学校
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46 15 水泳（オープンウォーター）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

47 16 水泳（オープンウォーター）男子 選手 桑添 陸 クワゾエ リク 男 新潟医療福祉大学

48 17 水泳（オープンウォーター）女子 選手 及川 美翔 オイカワ ミカ 女 至学館大学

49 1 サッカー 成年男子 監督（専任） 髙鷹 雅也 コウタカ マサヤ 男 富士大学（職）

50 2 サッカー 成年男子 選手 石塚 亮 イシヅカ リョウ 男 富士大学 1

51 3 サッカー 成年男子 選手 田村 孝洋 タムラ タカヒロ 男 富士大学 2

52 4 サッカー 成年男子 選手 弘津 拓真 ヒロツ タクマ 男 富士大学 3

53 5 サッカー 成年男子 選手 伊藤 仁也 イトウ ジンヤ 男 株式会社中村商会 4

54 6 サッカー 成年男子 選手 瀬戸 康平 セト コウヘイ 男 富士大学 5

55 7 サッカー 成年男子 選手 谷地 朝日 ヤチ アサヒ 男 富士大学 6

56 8 サッカー 成年男子 選手 渡邊 翔 ワタナベ カケル 男 岩手大学 7

57 9 サッカー 成年男子 選手 太田代 飛鳥 オオタシロ アスカ 男 ＮＳテックスエンジ釜石株式会社 8

58 10 サッカー 成年男子 選手 久保 拓夢 クボ ヒロム 男 富士大学 9

59 11 サッカー 成年男子 選手 志村 大海 シムラ ヒロミ 男 富士大学 10

60 12 サッカー 成年男子 選手 中川 和彦 ナカガワ カズヒコ 男 富士大学 11

61 13 サッカー 成年男子 選手 笠原 淳 カサハラ スナオ 男 株式会社いわてアスリートクラブ 12

62 14 サッカー 成年男子 選手 阿部 亮太 アベ リョウタ 男 富士大学 13

63 15 サッカー 成年男子 選手 伊藤 健太 イトウ ケンタ 男 富士大学 14

64 16 サッカー 成年男子 選手 清水 光 シミズ ヒカル 男 富士大学 15

65 1 テニス 監督 監督（専任） 谷地 隼人 ヤチ ハヤト 男 TOY'S　Tennis　Lａｂ

66 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

67 3 テニス 成年男子 選手 畠山 尚 ハタケヤマ ナオ 男 早稲田大学

68 4 テニス 成年男子 選手 本多 映好 ホンダ エイス 男 早稲田大学

69 5 テニス 少年男子 選手 畠山 知 ハタケヤマ トモ 男 岩手高等学校

70 6 テニス 少年男子 選手 似里 達哉 ニサト タツヤ 男 岩手高等学校

71 7 テニス 少年女子 選手 水吉 萌香 ミズヨシ モエカ 女 盛岡第四高等学校

72 8 テニス 少年女子 選手 佐藤 真菜 サトウ マナ 女 盛岡白百合学園高等学校

73 1 ボート 監督 監督（専任） 八重樫 一騎 ヤエガシ カズキ 男 特別養護老人ホームさくら爽

74 2 ボート 成年男子 選手 湊 義徳 ミナト ヨシノリ 男 盛岡みたけ支援学校二戸分教室（教） ダブルスカル

75 3 ボート 成年男子 選手 小玉 大介 コダマ ダイスケ 男 岩手県庁 ダブルスカル

76 4 ボート 成年女子 選手 大堀 玲奈 オオホリ レイナ 女 岩手県庁 シングルスカル

77 5 ボート 成年女子 選手 菊地 真 キクチ マコト 女 法政大学 ダブルスカル

78 6 ボート 成年女子 選手 法領田 美桜 ホウリョウダ ミオ 女 東京経済大学 ダブルスカル

ホッケー 成年男子 監督（兼任） 福士 紘平 フクシ コウヘイ 男 沼宮内高等学校（教）

79 1 ホッケー 成年男子 選手 丹内 光也 タンナイ コウヤ 男 聖泉大学 1

80 2 ホッケー 成年男子 選手 松村 洋介 マツムラ ヨウスケ 男 岩手町立川口中学校（教） 2　主将

81 3 ホッケー 成年男子 選手 千葉 健寛 チバ タケヒロ 男 山梨学院大学 3

82 4 ホッケー 成年男子 選手 工藤 直明 クドウ ナオアキ 男 山梨学院大学 4

83 5 ホッケー 成年男子 選手 田村 陸 タムラ リク 男 山梨学院大学 5

84 6 ホッケー 成年男子 選手 高橋 徹 タカハシ トオル 男 株式会社純情米いわて 6

85 7 ホッケー 成年男子 選手 上澤 祐斗 カミサワ ユウト 男 山梨学院大学 7

86 8 ホッケー 成年男子 選手 笈口 将樹 オイグチ マサキ 男 盛岡広域森林組合 8

87 9 ホッケー 成年男子 選手 久保 貴寿 クボ タカトシ 男 株式会社メフォス 9

88 10 ホッケー 成年男子 選手 田村 真彬 タムラ マサアキ 男 株式会社東北銀行 10

89 11 ホッケー 成年男子 選手 今松 一貴 イママツ カズキ 男 天理大学 11

90 12 ホッケー 成年男子 選手 橋本 航太 ハシモト コウタ 男 フジ地中情報株式会社 12

91 13 ホッケー 成年男子 選手 山口 滉太 ヤマグチ コウタ 男 天理大学 13

92 14 ホッケー 成年男子 選手 福士 紘平 フクシ コウヘイ 男 沼宮内高等学校（教） 14
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93 15 ホッケー 成年女子 監督（専任） 藤原 研樹 フジワラ ケンジ 男 学校法人　富士大学（職）

94 16 ホッケー 成年女子 選手 十和田 咲 トワダ サキ 女 北日本ヘア・スタイリストカレッジ 1

95 17 ホッケー 成年女子 選手 橋本 真鈴 ハシモト マリン 女 天理大学 2

96 18 ホッケー 成年女子 選手 和田 茜 ワダ アカネ 女 山梨学院大学 3

97 19 ホッケー 成年女子 選手 佐藤 瑞穂 サトウ ミズホ 女 駿河台大学 4

98 20 ホッケー 成年女子 選手 中花 愛莉 ナカハナ アイリ 女 東海学院大学 5

99 21 ホッケー 成年女子 選手 田村 綾菜 タムラ アヤナ 女 山梨学院大学 6

100 22 ホッケー 成年女子 選手 杣 千里 ソマ チサト 女 株式会社純情米いわて 7

101 23 ホッケー 成年女子 選手 田中 彩樹 タナカ サキ 女 山梨学院大学 8

102 24 ホッケー 成年女子 選手 高橋 亜未 タカハシ アミ 女 SWS東日本株式会社 9

103 25 ホッケー 成年女子 選手 千葉 夢希 チバ ユキ 女 SWS東日本株式会社 10

104 26 ホッケー 成年女子 選手 田村 花香 タムラ ハルカ 女 八幡平市立田山小学校（職） 11

105 27 ホッケー 成年女子 選手 岩舘 聖菜 イワダテ セイナ 女 株式会社東北銀行 12

106 28 ホッケー 成年女子 選手 菊地 侑里 キクチ ユリ 女 株式会社東北銀行 13　主将

107 29 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）

108 30 ホッケー 少年男子 選手 玉木 愛夢輝 タマキ アユキ 男 沼宮内高等学校 1

109 31 ホッケー 少年男子 選手 遠藤 智喜 エンドウ トモキ 男 沼宮内高等学校 2

110 32 ホッケー 少年男子 選手 近藤 諒太 コンドウ リョウタ 男 不来方高等学校 3

111 33 ホッケー 少年男子 選手 西田 楓 ニシダ カエデ 男 沼宮内高等学校 4

112 34 ホッケー 少年男子 選手 立花 亜蘭 タチバナ アラン 男 沼宮内高等学校 5

113 35 ホッケー 少年男子 選手 澤口 彪 サワグチ ヒョウ 男 沼宮内高等学校 6

114 36 ホッケー 少年男子 選手 千葉 翔音 チバ シオン 男 沼宮内高等学校 7

115 37 ホッケー 少年男子 選手 田村 圭梧 タムラ ケイゴ 男 沼宮内高等学校 8　主将

116 38 ホッケー 少年男子 選手 今松 優 イママツ ユウ 男 沼宮内高等学校 9

117 39 ホッケー 少年男子 選手 橘 汰威 タチバナ ダイ 男 沼宮内高等学校 10

118 40 ホッケー 少年男子 選手 三浦 凌 ミウラ リョウ 男 沼宮内高等学校 11

119 41 ホッケー 少年男子 選手 外山 亜都夢 ソトヤマ アトム 男 不来方高等学校 12

120 42 ホッケー 少年男子 選手 蝦名 悠太 エビナ ユウタ 男 不来方高等学校 13

121 43 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）

122 44 ホッケー 少年女子 選手 佐々木 音乃 ササキ ノノ 女 不来方高等学校 1

123 45 ホッケー 少年女子 選手 笹久保 聖蓮 ササクボ セレン 女 沼宮内高等学校 2

124 46 ホッケー 少年女子 選手 田中 千笑 タナカ チエミ 女 不来方高等学校 3

125 47 ホッケー 少年女子 選手 岩﨑 紗弥 イワサキ サヤ 女 沼宮内高等学校 4

126 48 ホッケー 少年女子 選手 岩舘 響希 イワダテ ヒビキ 女 沼宮内高等学校 5

127 49 ホッケー 少年女子 選手 笹久保 知愛 ササクボ チナリ 女 沼宮内高等学校 6

128 50 ホッケー 少年女子 選手 三上 舞子 ミカミ マイコ 女 不来方高等学校 7

129 51 ホッケー 少年女子 選手 玉木 愛優菜 タマキ アユナ 女 沼宮内高等学校 8

130 52 ホッケー 少年女子 選手 田中 玲音 タナカ レイネ 女 沼宮内高等学校 9

131 53 ホッケー 少年女子 選手 遠藤 妃羅 エンドウ ヒナリ 女 不来方高等学校 10　主将

132 54 ホッケー 少年女子 選手 遠藤 風蘭 エンドウ フウラ 女 不来方高等学校 11

133 55 ホッケー 少年女子 選手 佐藤 明音 サトウ アカネ 女 沼宮内高等学校 12

134 56 ホッケー 少年女子 選手 遠藤 梨華 エンドウ リンカ 女 沼宮内高等学校 13
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135 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）

136 2 ボクシング 成年男子 選手 肝付 賢哉 キモツキ ケンヤ 男 日本体育大学 ライトフライ

137 3 ボクシング 成年男子 選手 佐々木 康太 ササキ コウタ 男 ALSOK岩手株式会社 バンタム

138 4 ボクシング 成年男子 選手 畠山 翔 ハタケヤマ ショウ 男 自衛隊体育学校 ライト

139 5 ボクシング 成年男子 選手 梅村 錬 ウメムラ レン 男 拓殖大学 ミドル

140 6 ボクシング 成年男子 選手 照井 湧真 テルイ ユウマ 男 東京農業大学 ライトヘビー

141 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）

142 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）

143 9 ボクシング 少年男子 選手 鈴木 義人 スズキ ヨシト 男 水沢工業高等学校 ピン

144 10 ボクシング 少年男子 選手 及川 天斗 オイカワ タカト 男 黒沢尻工業高等学校 ライトフライ

145 11 ボクシング 少年男子 選手 福來 龍神 フクライ リュウシン 男 江南義塾盛岡高等学校 フライ

146 12 ボクシング 少年男子 選手 松田 弥真 マツダ ヤマト 男 黒沢尻工業高等学校 バンタム

147 13 ボクシング 少年男子 選手 和賀 聖龍 ワガ セイリュウ 男 水沢工業高等学校 ライトウェルター

148 1 バレーボール（6人制） 成年男子 監督（専任） 岡崎 希裕 オカザキ タカヒロ 男 岡崎建設株式会社

149 2 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 伊藤 康宏 イトウ ヤスヒロ 男 大船渡高等学校（教） 1　主将

150 3 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 浜館 舜 ハマダテ シュン 男 千厩高等学校(教) 2

151 4 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 川村 悠希 カワムラ ユウキ 男 紫波町役場 3

152 5 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 外﨑 宏志郎 トノサキ コウシロウ 男 株式会社岩手日報社 4

153 6 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 石川 優 イシカワ ユウ 男 岡崎建設株式会社 5

154 7 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 橋本 卓也 ハシモト タクヤ 男 株式会社東北銀行 6

155 8 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 佐藤 雄斗 サトウ ユウト 男 大東高等学校（教） 7

156 9 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 花坂 郁也 ハナサカ フミヤ 男 盛岡市立北陵中学校（教） 8

157 10 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 西村 優輝 ニシムラ ユウキ 男 岡崎建設株式会社 9

158 11 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 松澤 祥希 マツザワ ヨシキ 男 黒沢尻工業高等学校(教) 10

159 12 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 佐藤 隼人 サトウ ハヤト 男 富士大学 11

160 13 バレーボール（6人制） 成年男子 選手 太野 祐介 フトノ ユウスケ 男 JAいわて中央 12

161 14 バレーボール（6人制） 少年女子 監督（専任） 岩井 雅俊 イワイ マサトシ 男 水沢農業高等学校（教）

162 15 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 菅野 智楠 カンノ チナ 女 岩手県立高田高等学校 1　主将

163 16 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 佐々木 育美 ササキ ハグミ 女 盛岡市立高等学校 2

164 17 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 佐藤 黎香 サトウ レイカ 女 盛岡誠桜高等学校 3

165 18 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 村田 優里 ムラタ ユウリ 女 盛岡市立高等学校 4

166 19 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 川村 花緒 カワムラ ハナオ 女 盛岡誠桜高等学校 5

167 20 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 及川 瑠奈 オイカワ ルナ 女 盛岡誠桜高等学校 6

168 21 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 滝田 遥菜 タキタ ハルナ 女 盛岡誠桜高等学校 7

169 22 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 山田 絢音 ヤマダ アヤネ 女 高田高等学校 8

170 23 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 田山 夏帆 タヤマ カホ 女 盛岡第二高等学校 9

171 24 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 大久保 瑠衣 オオクボ ルイ 女 盛岡誠桜高等学校 10

172 25 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 安居 絵薫 ヤスイ エク 女 高田高等学校 11

173 26 バレーボール（6人制） 少年女子 選手 小西 優香 コニシ ユウカ 女 高田高等学校 12

174 1 体操競技 少年女子 監督（専任） 大川 由美子 オオカワ ユミコ 女 パレットスポーツクラブ

175 2 体操競技 少年女子 選手 越前 春菜 エチゼン ハルナ 女 盛岡北高等学校

176 3 体操競技 少年女子 選手 照井 梓月 テルイ シズキ 女 花巻南高等学校

177 4 体操競技 少年女子 選手 堀間 彩椰 ホリマ サアヤ 女 盛岡北高等学校

178 5 体操競技 少年女子 選手 齊藤 瑞希 サイトウ ミズキ 女 花巻南高等学校

179 6 体操競技 少年女子 選手 小山田 知広 オヤマダ チヒロ 女 花巻南高等学校

6



T-NO.P-NO. 競　　技 種　別 区　分 氏名（姓） 氏名（名） フリガナ（姓） フリガナ（名） 性別
プログラム掲載用所属

（網掛：青：中学生、朱：ふるさと選
手）

備　考
（出場種目、背番号）

180 1 バスケットボール 少年男子 監督（専任） 後藤 靖宏 ゴトウ ヤスヒロ 男 一関工業高等学校（教）

181 2 バスケットボール 少年男子 選手 鈴木 汰征 スズキ タイセイ 男 一関工業高等学校 4　主将

182 3 バスケットボール 少年男子 選手 奥 大和 オク ヤマト 男 一関工業高等学校 5

183 4 バスケットボール 少年男子 選手 菅原 隼輔 スガワラ シュンスケ 男 一関工業高等学校 6

184 5 バスケットボール 少年男子 選手 川上 遥 カワカミ ハルカ 男 一関工業高等学校 7

185 6 バスケットボール 少年男子 選手 星 鯉次郎 ホシ コイジロウ 男 一関工業高等学校 8

186 7 バスケットボール 少年男子 選手 元澤 翔 モトザワ カケル 男 一関工業高等学校 9

187 8 バスケットボール 少年男子 選手 藤村 悠生 フジムラ トウマ 男 一関工業高等学校 10

188 9 バスケットボール 少年男子 選手 後藤 汰知 ゴトウ タイチ 男 一関工業高等学校 11

189 10 バスケットボール 少年男子 選手 菅原 佳依 スガワラ カイ 男 一関工業高等学校 12

190 11 バスケットボール 少年男子 選手 佐藤 脩緒 サトウ ナオ 男 一関工業高等学校 13

191 12 バスケットボール 少年男子 選手 佐藤 要 サトウ カナメ 男 黒沢尻北高等学校 14

192 1 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）

193 2 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）

194 3 レスリング 成年男子 選手 左京 昴亮 サキョウ コウスケ 男 日本大学 フリー57kg

195 4 レスリング 成年男子 選手 三上 康太 ミカミ コウタ 男 東洋大学 フリー65kg

196 5 レスリング 成年男子 選手 高橋 正寿 タカハシ マサトシ 男 株式会社逸鉄 フリー86kg

197 6 レスリング 成年男子 選手 川瀬 克祥 カワセ カツヨシ 男 （株）シリウス グレコ67kg

198 7 レスリング 成年男子 選手 一郷 雄德 イチゴウ ユウトク 男 大東文化大学 グレコ77kg

199 8 レスリング 成年男子 選手 金澤 勝利 カナザワ カツトシ 男 自衛隊体育学校 グレコ130kg

200 9 レスリング 少年男子 選手 相野 裕人 アイノ ヒロト 男 種市高等学校 フリー55kg

201 10 レスリング 少年男子 選手 渡邊 耕太 ワタナベ コウタ 男 種市高等学校 フリー60kg

202 11 レスリング 少年男子 選手 梨子 龍太朗 ナシ リュウタロウ 男 種市高等学校 フリー80kg

203 12 レスリング 少年男子 選手 庭 誠弥 ニワ セイヤ 男 種市高等学校 フリー92kg

204 13 レスリング 少年男子 選手 礒崎 竜之介 イソザキ リュウノスケ 男 種市高等学校 グレコ51kg

205 14 レスリング 少年男子 選手 佐々木 涼 ササキ リョウ 男 盛岡工業高等学校 グレコ65kg

206 15 レスリング 少年男子 選手 千葉 将太 チバ ショウタ 男 盛岡工業高等学校 グレコ71kg

207 16 レスリング 女子 選手 吉田 柚夏 ヨシダ ユズカ 女 日本体育大学 フリー 53kg

208 1 セーリング 成年 監督（専任） 山下 亮 ヤマシタ アキラ 男 (株)エフビー

209 2 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 国体ウインドサーフィン級

210 3 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
テクノロジーソリューションズ(株)

レーザー級

211 4 セーリング 成年 選手 加藤 美久 カトウ ミク 女 弘前大学 セーリングスピリッツ級

212 5 セーリング 成年 選手 田中 真琴 タナカ マコト 女 東海大学 セーリングスピリッツ級

213 6 セーリング 成年 選手 鳥居 郁海 トリイ イクミ 女 (株)イブキ産業 レーザーラジアル級

214 7 セーリング 少年 監督（専任） 佐々木 貴浩 ササキ タカヒロ 男 宮古市選挙管理委員会

215 8 セーリング 少年 選手 大谷 航心 オオタニ コウシン 男 宮古高等学校 420級

216 9 セーリング 少年 選手 山根 茉弘 ヤマネ マヒロ 男 宮古高等学校 420級

217 10 セーリング 少年 選手 堀合 光希 ホリアイ コウキ 男 宮古高等学校 レーザーラジアル級

218 11 セーリング 少年 選手 盛合 汀紗 モリアイ ナギサ 女 宮古商業高等学校 420級

219 12 セーリング 少年 選手 高橋 知華 タカハシ トモカ 女 宮古商業高等学校 420級

220 13 セーリング 少年 選手 伊東 瑞季 イトウ ミズキ 女 宮古商業高等学校 レーザーラジアル級

221 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）

222 2 ウエイトリフティング 成年男子 選手 艾 幸太 ヨモギ コウタ 男 株式会社純情米いわて 62kg級

223 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 久慈工業高等学校（教） 69kg級

224 4 ウエイトリフティング 成年男子 選手 及川 翼 オイカワ ツバサ 男 野田村役場 77kg級

225 5 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
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226 6 ウエイトリフティング 少年男子 選手 平塚 侑亨 ヒラツカ ウキョウ 男 水沢高等学校 62kg級

227 7 ウエイトリフティング 少年男子 選手 慶長 至悟 ケイチョウ ユキノリ 男 久慈工業高等学校 69kg級

228 8 ウエイトリフティング 少年男子 選手 菊池 昌輝 キクチ マサキ 男 岩谷堂高等学校 94kg級

229 9 ウエイトリフティング 女子 選手 佐藤 陽南乃 サトウ ヒナノ 女 盛岡医療福祉専門学校 63㎏級

230 1 ハンドボール 成年男子 監督（専任） 邉 輝哲 ヘン キテツ 男 盛岡南高等学校（教）

231 2 ハンドボール 成年男子 選手 袰屋 竜流 ホロヤ タツル 男 国士舘大学 1

232 3 ハンドボール 成年男子 選手 羽柴 健太 ハシバ ケンタ 男 株式会社岩手朝日テレビ 2

233 4 ハンドボール 成年男子 選手 中花 仁 ナカハナ ジン 男 株式会社理水興業 3

234 5 ハンドボール 成年男子 選手 長澤 誠 ナガサワ マコト 男 株式会社岩手日報社 4

235 6 ハンドボール 成年男子 選手 齋藤 翔 サイトウ ショウ 男 株式会社カナモト 5

236 7 ハンドボール 成年男子 選手 村田 知紀 ムラタ トモキ 男
岩手県盛岡広域振興局
土木部土木センター
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237 8 ハンドボール 成年男子 選手 森田 啓亮 モリタ ケイスケ 男 株式会社岩手銀行 7

238 9 ハンドボール 成年男子 選手 山崎 純平 ヤマザキ ジュンペイ 男 早稲田大学 8

239 10 ハンドボール 成年男子 選手 齊藤 凌 サイトウ リョウ 男 みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 9

240 11 ハンドボール 成年男子 選手 宮崎 聖 ミヤザキ ヒジリ 男 国士舘大学 10

241 12 ハンドボール 成年男子 選手 白石 光希 シライシ コウキ 男 富士大学 11

242 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 紫波町体育協会 12

243 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）

244 20 ハンドボール 成年女子 選手 菊池 麻衣 キクチ マイ 女 国士舘大学 1

245 15 ハンドボール 成年女子 選手 遠藤 美南 エンドウ ミナミ 女 盛岡中央高等学校（教） 2

246 16 ハンドボール 成年女子 選手 佐々木 遥美 ササキ ハルミ 女 桐蔭横浜大学 3

247 17 ハンドボール 成年女子 選手 村上 ひなの ムラカミ ヒナノ 女 国士舘大学 4

248 18 ハンドボール 成年女子 選手 射守矢 成美 イモリヤ ナルミ 女 国士舘大学 5

249 19 ハンドボール 成年女子 選手 岡本 文子 オカモト アヤコ 女 立命館大学 6

250 21 ハンドボール 成年女子 選手 佐藤 羽蘭 サトウ ウラン 女 国士舘大学 7

251 22 ハンドボール 成年女子 選手 大坊 菜緒 ダイボウ ナオ 女 桐蔭横浜大学 8

252 23 ハンドボール 成年女子 選手 新沼 未央 ニイヌマ ミオ 女 国士舘大学 9

253 24 ハンドボール 成年女子 選手 廣田 音奏 ヒロタ オカナ 女 関西学院大学 10

254 25 ハンドボール 成年女子 選手 小向 佑 コムカイ ユウ 女 日興電気株式会社 12

255 26 ハンドボール 成年女子 選手 大窪 葵 オオクボ アオイ 女 大阪体育大学 11

256 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）

257 28 ハンドボール 少年男子 選手 工藤 颯馬 クドウ タツマ 男 盛岡第三高等学校 1

258 29 ハンドボール 少年男子 選手 天沼 樹 アマヌマ イツキ 男 盛岡南高等学校 2

259 30 ハンドボール 少年男子 選手 井上 達朗 イノウエ タツロウ 男 不来方高等学校 3

260 31 ハンドボール 少年男子 選手 藤原 芳輝 フジワラ ヨシキ 男 不来方高等学校 4

261 32 ハンドボール 少年男子 選手 新里 迅海 ニイサト ハヤミ 男 不来方高等学校 5

262 33 ハンドボール 少年男子 選手 安倍 凜太郎 アベ リンタロウ 男 不来方高等学校 6

263 34 ハンドボール 少年男子 選手 大西 亮太 オオニシ リョウタ 男 不来方高等学校 7

264 35 ハンドボール 少年男子 選手 大坪 亮祐 オオツボ リョウスケ 男 不来方高等学校 8

265 36 ハンドボール 少年男子 選手 菊池 圭祐 キクチ ケイスケ 男 不来方高等学校 9

266 37 ハンドボール 少年男子 選手 川村 勇斗 カワムラ ユウト 男 不来方高等学校 10

267 38 ハンドボール 少年男子 選手 海老子川 隼斗 エビシカワ ハヤト 男 不来方高等学校 11

268 39 ハンドボール 少年男子 選手 小山田 圭汰 オヤマダ ケイタ 男 不来方高等学校 12
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269 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）

270 41 ハンドボール 少年女子 選手 佐賀 真帆 サガ マホ 女 盛岡白百合学園高等学校 1

271 42 ハンドボール 少年女子 選手 山崎 萌華 ヤマザキ モエカ 女 不来方高等学校 2

272 43 ハンドボール 少年女子 選手 鷹觜 なお タカノハシ ナオ 女 盛岡白百合学園高等学校 3

273 44 ハンドボール 少年女子 選手 田村 柚月 タムラ ユヅキ 女 不来方高等学校 4

274 45 ハンドボール 少年女子 選手 鈴木 歩虹 スズキ アコ 女 盛岡白百合学園高等学校 5

275 46 ハンドボール 少年女子 選手 岸井 紅葉 キシイ クレハ 女 盛岡白百合学園高等学校 6

276 47 ハンドボール 少年女子 選手 阿部 史歩 アベ シホ 女 不来方高等学校 7

277 48 ハンドボール 少年女子 選手 工藤 祈里 クドウ イノリ 女 不来方高等学校 8

278 49 ハンドボール 少年女子 選手 藤原 ひなた フジワラ ヒナタ 女 不来方高等学校 9

279 50 ハンドボール 少年女子 選手 石亀 萌夏 イシカメ モエカ 女 不来方高等学校 10

280 51 ハンドボール 少年女子 選手 谷藤 悠 タニフジ ハルカ 女 不来方高等学校 11

281 52 ハンドボール 少年女子 選手 千葉 夏希 チバ ナツキ 女 不来方高等学校 12

282 1 自転車 成年男子 監督（専任） 宮 弘行 ミヤ ヒロユキ 男 岩手県立大迫高等学校（教）

283 2 自転車 成年男子 選手 伊藤 大地 イトウ ダイチ 男 東北学院大学 ＰＲ、ロード出場

284 3 自転車 成年男子 選手 鈴木 隼輔 スズキ シュンスケ 男 東北学院大学 ＫＭ

285 4 自転車 成年男子 選手 安倍 大成 アンバイ タイセイ 男 早稲田大学 ＫＥ

286 5 自転車 成年男子 選手 中野 慎詞 ナカノ シンジ 男 早稲田大学 ＳＰ

287 6 自転車 少年男子 選手 佐々木 俊哉 ササキ トシヤ 男 東北学院大学 ＳＨ、ロード出場

288 7 自転車 少年男子 監督（専任） 鎌田 大樹 カマタ ヒロキ 男 盛岡農業高等学校（教）

289 8 自転車 少年男子 選手 佐藤 威吹 サトウ イブキ 男 紫波総合高等学校 ＫＥ

290 9 自転車 少年男子 選手 石川 駿太郎 イシカワ シュンタロウ 男 大迫高等学校 ＰＲ、ロード出場

291 10 自転車 少年男子 選手 荒谷 陽希 アラヤ ハルキ 男 盛岡農業高等学校 ＳＨ、ロード出場

292 11 自転車 少年男子 選手 三浦 生誠 ミウラ キアキ 男 盛岡農業高等学校 ＳＰ

293 12 自転車 女子 選手 佐々木 聖佳 ササキ ショウカ 女 八戸学院大学 ＳＨ

294 13 自転車 女子 選手 髙木 香帆 タカギ カホ 女 紫波総合高等学校 ＫＥ

295 1 ソフトテニス 成年女子 監督（専任） 及川 通 オイカワ トオル 男 岩手県ソフトテニス連盟

296 2 ソフトテニス 成年女子 選手 伊東 若葉 イトウ ワカバ 女 高田高等学校（教）

297 3 ソフトテニス 成年女子 選手 熊林 映実 クマバヤシ エミ 女 株式会社岩手銀行

298 4 ソフトテニス 成年女子 選手 宍戸 春佳 シシド ハルカ 女 奥州市役所

299 5 ソフトテニス 成年女子 選手 熊谷 純花 クマガイ スミカ 女 一関市ソフトテニス協会

300 6 ソフトテニス 成年女子 選手 佐久間 千裕 サクマ チヒロ 女 和洋女子大学

301 7 ソフトテニス 少年女子 監督（専任） 佐々木 忍 ササキ シノブ 男 盛岡第三高等学校（教）

302 8 ソフトテニス 少年女子 選手 前角地 彩菜 マエカクチ アヤナ 女 盛岡誠桜高等学校

303 9 ソフトテニス 少年女子 選手 晴山 碧星 ハレヤマ ソラ 女 盛岡誠桜高等学校

304 10 ソフトテニス 少年女子 選手 冨岡 愛樺 トミオカ マナカ 女 盛岡誠桜高等学校

305 11 ソフトテニス 少年女子 選手 松橋 由依 マツハシ ユイ 女 北上市立北上中学校

306 12 ソフトテニス 少年女子 選手 高橋 偲 タカハシ キズナ 女 奥州市立胆沢中学校

307 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

308 2 卓球 成年男子 選手 北原 大輝 キタハラ ダイキ 男 信号器材

309 3 卓球 成年男子 選手 皆川 朝 ミナカワ アラタ 男 立命館大学

310 4 卓球 成年男子 選手 大槻 周瑛 オオツキ メグル 男 法政大学

311 5 卓球 成年女子 監督（専任） 細川 健治 ホソカワ ケンジ 男 盛岡第二高等学校（教）

312 6 卓球 成年女子 選手 髙橋 梓海 タカハシ アズミ 女 日本体育大学

313 7 卓球 成年女子 選手 塚本 佳苗 ツカモト カナエ 女 國學院大學

314 8 卓球 成年女子 選手 栁田 桜子 ヤナギダ サクラコ 女 東北福祉大学
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315 9 卓球 少年男子 監督（専任） 野田 春輔 ノダ シュンスケ 男 専修大学北上高等学校（教）

316 10 卓球 少年男子 選手 小野寺 翔平 オノデラ ショウヘイ 男 専修大学北上高等学校

317 11 卓球 少年男子 選手 福澤 昇悟 フクザワ ショウゴ 男 専修大学北上高等学校

318 12 卓球 少年男子 選手 池田 陽翔 イケダ ハルト 男 専修大学北上高等学校

319 13 卓球 少年女子 監督（専任） 小坂 信彦 コサカ ノブヒコ 男 大野高等学校（教）

320 14 卓球 少年女子 選手 菊池 愛蘭 キクチ アイラ 女 水沢高等学校

321 15 卓球 少年女子 選手 石川 凜 イシカワ リン 女 一関市立萩荘中学校

322 16 卓球 少年女子 選手 中里 莉彩 ナカサト リサ 女 花巻市立花巻中学校

軟式野球 成年男子 監督（兼任） 及川 将 オイカワ ショウ 男 水沢信用金庫

323 1 軟式野球 成年男子 選手 本郷 智之 ホンゴウ トモユキ 男 水沢信用金庫 10　主将

324 2 軟式野球 成年男子 選手 佐藤 純平 サトウ ジュンペイ 男 水沢信用金庫 0

325 3 軟式野球 成年男子 選手 菅原 開 スガワラ ヒラク 男 水沢信用金庫 1

326 4 軟式野球 成年男子 選手 三田地 優樹 ミタチ ユウキ 男 水沢信用金庫 2

327 5 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 3

328 6 軟式野球 成年男子 選手 佐々木 俊祐 ササキ シュンスケ 男 水沢信用金庫 4

329 7 軟式野球 成年男子 選手 橘 廉 タチバナ レン 男 盛岡信用金庫 8

330 8 軟式野球 成年男子 選手 石川 聖 イシカワ タカシ 男 水沢信用金庫 9

331 9 軟式野球 成年男子 選手 岩渕 恭太 イワブチ キョウタ 男 水沢信用金庫 13

332 10 軟式野球 成年男子 選手 伊藤 直道 イトウ ナオミチ 男 水沢信用金庫 15

333 11 軟式野球 成年男子 選手 高橋 瑞紀 タカハシ ミズキ 男 盛岡信用金庫 17

334 12 軟式野球 成年男子 選手 千葉 隼 チバ ハヤト 男 水沢信用金庫 19

335 13 軟式野球 成年男子 選手 藤村 隆成 フジムラ リュウセイ 男 盛岡信用金庫 21

336 14 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 22

337 15 軟式野球 成年男子 選手 村上 蓮 ムラカミ レン 男 水沢信用金庫 24

338 16 軟式野球 成年男子 選手 及川 将 オイカワ ショウ 男 水沢信用金庫 30

339 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

340 2 相撲 成年男子 選手 里舘 健 サトダテ ケン 男 盛岡となん支援学校（教） 先鋒

341 3 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

342 4 相撲 成年男子 選手 松浦 智哉 マツウラ トモヤ 男 法政大学 大将

343 5 相撲 少年男子 監督（専任） 遠藤 良貴 エンドウ ヨシタカ 男 三研ソイル株式会社

344 6 相撲 少年男子 選手 松浦 和啓 マツウラ カズアキ 男 平舘高等学校 先鋒

345 7 相撲 少年男子 選手 長内 龍 オサナイ リュウ 男 平舘高等学校 二陣

346 8 相撲 少年男子 選手 田村 勇希 タムラ ユウキ 男 平舘高等学校 中堅

347 9 相撲 少年男子 選手 上川 力 カミカワ リキ 男 平舘高等学校 副将

348 10 相撲 少年男子 選手 桑原 英男 クワバラ ヒデオ 男 平舘高等学校 大将

349 1 馬術 監督・ホースマネージャー監督（専任） 赤澤 赳 アカザワ タケシ 男 公益財団法人岩手県予防医学協会

350 2 馬術 成年 選手 佐藤 改 サトウ カイ 男 アリオン ダービー、国体総合馬術

351 3 馬術 成年 選手 渡邉 咲 ワタナベ サキ 女 奥州市立前沢学校給食センター 二段階障害飛越、ﾀﾞｰﾋﾞｰ

352 4 馬術 成年 選手 菅原 権太郎 スガワラ ケンタロウ 男 日本大学（職） トップスコア競技

353 5 馬術 少年 選手 千葉 遥 チバ ハルカ 女 金ケ崎高等学校
馬場馬術、
自由演技馬場馬術

354 6 馬術 少年 選手 岩田 怜馬 イワタ レイマ 男 水沢農業高等学校
スピードアンドハンディネス、
二段階障害飛越

馬術
ﾎｰｽ
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ

HM（兼任） 岩田 怜馬 イワタ レイマ 男 水沢農業高等学校

フェンシング 成年男子 監督（兼任） 佐々木 慶将 ササキ ヨシマサ 男 アップルファームささき

355 1 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 アップルファームささき

356 2 フェンシング 成年男子 選手 藤野 大樹 フジノ ダイキ 男 株式会社デンソー岩手

357 3 フェンシング 成年男子 選手 松岡 優 マツオカ ユウ 男 岩手県フェンシング協会
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358 1 柔道 女子 監督（専任） 阿部 博之 アベ ヒロユキ 男 盛岡市立米内中学校（教）

359 2 柔道 女子 選手 盛内 茉彩紀 モリウチ マサキ 女 盛岡南高等学校 先鋒（少年）

360 3 柔道 女子 選手 笹原 優希 ササハラ ユウキ 女 仙台大学 次鋒（成年）

361 4 柔道 女子 選手 千葉 まなみ チバ マナミ 女 盛岡南高等学校 中堅（少年）

362 5 柔道 女子 選手 千葉 ひとみ チバ ヒトミ 女 盛岡南高等学校 副将（少年）

363 6 柔道 女子 選手 菅原 歩巴 スガワラ アユハ 女 久慈東高等学校（教） 大将（成年）

364 1 ソフトボール 成年男子 監督（専任） 西尾 光明 ニシオ ミツアキ 男 大釜保育園（職）

365 2 ソフトボール 成年男子 選手 大日向 巧 オオヒナタ タクミ 男 二戸市立御返地中学校（教） 17　投手

366 3 ソフトボール 成年男子 選手 大坂 優介 オオサカ ユウスケ 男 水沢郵便局 11　二塁手

367 4 ソフトボール 成年男子 選手 向井 健太朗 ムカイ ケンタロウ 男 一関市役所 10　捕手

368 5 ソフトボール 成年男子 選手 櫻田 亮介 サクラダ リョウスケ 男 一関市役所  9　 一塁手

369 6 ソフトボール 成年男子 選手 八重樫 祐紀 ヤエガシ ユウキ 男 水沢郵便局  8　 遊撃手

370 7 ソフトボール 成年男子 選手 吉田 匠 ヨシダ タクミ 男 株式会社純情米いわて  1　 中堅手

371 8 ソフトボール 成年男子 選手 鈴木 比呂 スズキ ヒロ 男 ＪＡ全農いわて  7   右翼手

372 9 ソフトボール 成年男子 選手 澤屋敷 海 サワヤシキ カイ 男 盛岡大学  5   二塁手

373 10 ソフトボール 成年男子 選手 佐藤 章貴 サトウ アキタカ 男 大船渡市役所  4　 三塁手

374 11 ソフトボール 成年男子 選手 吉田 卓 ヨシダ スグル 男 滝沢市役所 14　左翼手

375 12 ソフトボール 成年男子 選手 早見 一摩 ハヤミ カズマ 男 盛岡大学 16　遊撃手

376 13 ソフトボール 成年男子 選手 道源 康太 ドウゲン コウタ 男 城西大学 15　遊撃手

377 14 ソフトボール 成年女子 監督（専任） 森 英寿 モリ ヒデトシ 男 富士大学（職）

378 15 ソフトボール 成年女子 選手 相馬 里砂 ソウマ リサ 女 富士大学  2　 捕手

379 16 ソフトボール 成年女子 選手 門馬 沙也加 モンマ サヤカ 女 富士大学  5　 一塁手

380 17 ソフトボール 成年女子 選手 簗瀬 裕花 ヤナセ ヒロカ 女 富士大学  7　 中堅手

381 18 ソフトボール 成年女子 選手 山口 日向 ヤマグチ ヒナタ 女 富士大学 11　 二塁手

382 19 ソフトボール 成年女子 選手 苅込 千波 カリコミ チナミ 女 富士大学  1　 投手

383 20 ソフトボール 成年女子 選手 柏原 千風悠 カシワバラ チフユ 女 富士大学  9　 二塁手

384 21 ソフトボール 成年女子 選手 金田 汐央里 カネダ シオリ 女 富士大学 10　 三塁手

385 22 ソフトボール 成年女子 選手 杉浦 理瑚 スギウラ リコ 女 富士大学  6　 遊撃手

386 23 ソフトボール 成年女子 選手 鑓水 ゆう ヤリミズ ユウ 女 富士大学 12　 左翼手

387 24 ソフトボール 成年女子 選手 根本 歩 ネモト アユミ 女 富士大学  8　 中堅手

388 25 ソフトボール 成年女子 選手 昆野 藍加 コンノ アイカ 女 東海学園大学  4　 右翼手

389 26 ソフトボール 成年女子 選手 上野 寛菜 ウエノ カンナ 女 富士大学  3　 投手

390 27 ソフトボール 成年女子 選手 加藤 花澄 カトウ カスミ 女 富士大学 13　一塁手

391 28 ソフトボール 少年女子 監督（専任） 有住 隆 アリズミ タカシ 男 花巻東高等学校（教）

392 29 ソフトボール 少年女子 選手 清水 慎子 シミズ マコ 女 花巻東高等学校 10　投手

393 30 ソフトボール 少年女子 選手 大越 玲那 オオコシ レナ 女 花巻東高等学校  8　 捕手

394 31 ソフトボール 少年女子 選手 唐牛 彩名 カロウジ アヤナ 女 花巻東高等学校  7 　遊撃手

395 32 ソフトボール 少年女子 選手 村塚 理穂 ムラツカ リホ 女 花巻東高等学校  4　 三塁手

396 33 ソフトボール 少年女子 選手 竹嶋 莉央 タケシマ リオ 女 花巻東高等学校 11　中堅手

397 34 ソフトボール 少年女子 選手 佐々木 めい ササキ メイ 女 花巻東高等学校  2 　一塁手

398 35 ソフトボール 少年女子 選手 石塚 瑠奈 イシヅカ ルナ 女 花巻東高等学校  5　 二塁手

399 36 ソフトボール 少年女子 選手 廣﨑 梨花 ヒロサキ リンカ 女 花巻東高等学校  6 　左翼手

400 37 ソフトボール 少年女子 選手 佐藤 歌鈴 サトウ カリン 女 花巻東高等学校  1 　二塁手

401 38 ソフトボール 少年女子 選手 渡部 翠里 ワタナベ ミドリ 女 花巻東高等学校 12　三塁手

402 39 ソフトボール 少年女子 選手 小野寺 萌 オノデラ モエ 女 千厩高等学校 13　一塁手

403 40 ソフトボール 少年女子 選手 神田 つくし カンダ ツクシ 女 千厩高等学校  3 　右翼手

404 41 ソフトボール 少年女子 選手 細川 珠央 ホソカワ ミオ 女 一関第一高等学校  9 　捕手
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405 1 バドミントン 成年男子 監督（専任） 鈴木 広志 スズキ ヒロシ 男 デンソー岩手

406 2 バドミントン 成年男子 選手 菊地 拓也 キクチ タクヤ 男 トヨタ自動車

407 3 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 仙建工業盛岡支店

408 4 バドミントン 成年男子 選手 藤谷 誠仁 フジヤ マサト 男 日本郵便前沢局

409 1 弓道 少年女子 監督（専任） 千田 晃 チダ ヒカル 男 福岡工業高等学校(教)

410 2 弓道 少年女子 選手 菅原 佑美 スガワラ ユウミ 女 福岡工業高等学校

411 3 弓道 少年女子 選手 玉川 龍桂 タマカワ ルカ 女 福岡工業高等学校

412 4 弓道 少年女子 選手 土門 幸音 ドモン ユキネ 女 岩谷堂高等学校

413 1 ライフル射撃 成年男子 監督（専任） 佐々木 正広 ササキ マサヒロ 男 岩手県警察本部

414 2 ライフル射撃 成年男子 選手 佐藤 拓弥 サトウ タクヤ 男 盛岡東警察署 G：ＣＰ60Ｍ／H：ＣＰ30Ｍ

415 3 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 公益財団法人岩手県体育協会 Ⅰ：50m3×20Ｗ／Ｊ：50mＰ60Ｗ

416 4 ライフル射撃 成年女子 選手 佐々木 千鶴 ササキ チヅル 女 岩手県警察学校 Ｍ：ＡＰ40Ｗ

417 5 ライフル射撃 成年女子 選手 佐藤 綾乃 サトウ アヤノ 女 明治大学 Ｋ：10mＳ40Ｗ／ Ｌ：10ｍＰ40Ｗ

418 6 ライフル射撃 少年男子 選手 千葉 愛也 チバ マナヤ 男 岩手高等学校 N:10mS60JM

419 7 ライフル射撃 少年女子 選手 玉山 凜 タマヤマ リン 女 盛岡白百合学園高等学校 Ｒ：10ｍＳ40ＪＷ

剣道 成年男子 監督（兼任） 下川 祐造 シモカワ ユウゾウ 男 岩手県警察学校

420 1 剣道 成年男子 選手 久保田 貴佳 クボタ タカヨシ 男 国士舘大学 先　鋒

421 2 剣道 成年男子 選手 菅野 隆介 カンノ リュウスケ 男 盛岡第四高等学校（教） 次　鋒

422 3 剣道 成年男子 選手 櫻井 直之 サクライ ナオユキ 男 岩手県警察機動隊 中　堅

423 4 剣道 成年男子 選手 青木 貞志 アオキ サダシ 男 花巻北高等学校（教） 副　将

424 5 剣道 成年男子 選手 下川 祐造 シモカワ ユウゾウ 男 岩手県警察学校 大　将

剣道 成年女子 監督（兼任） 千葉 実央 チバ ミオ 女 佐藤整形外科クリニック

425 6 剣道 成年女子 選手 藤澤 琴日 フジサワ コトカ 女 盛岡白百合学園高等学校（教） 先　鋒

426 7 剣道 成年女子 選手 金田一 裕美 キンダイチ ユウミ 女 宮古高等学校（教） 中　堅

427 8 剣道 成年女子 選手 千葉 実央 チバ ミオ 女 佐藤整形外科クリニック 大　将

428 1 ラグビーフットボール 少年男子 監督（専任） 金丸 健 カナマル ケン 男 宮古高等学校（教）

429 2 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐々木 優成 ササキ ユウセイ 男 黒沢尻工業高等学校 1

430 3 ラグビーフットボール 少年男子 選手 大志田 誠也 オオシダ セイヤ 男 黒沢尻北高等学校 2

431 4 ラグビーフットボール 少年男子 選手 鈴木 虎鉄 スズキ コテツ 男 黒沢尻工業高等学校 3

432 5 ラグビーフットボール 少年男子 選手 虻川 遼太朗 アブカワ リョウタロウ 男 黒沢尻北高等学校 4

433 6 ラグビーフットボール 少年男子 選手 鈴木 玲央 スズキ レオ 男 黒沢尻北高等学校 5

434 7 ラグビーフットボール 少年男子 選手 及川 智孔 オイカワ トモヨシ 男 黒沢尻工業高等学校 6

435 8 ラグビーフットボール 少年男子 選手 菊地 諒輔 キクチ リョウスケ 男 黒沢尻工業高等学校 7

436 9 ラグビーフットボール 少年男子 選手 湊谷 泰斗 ミナトヤ タイト 男 黒沢尻工業高等学校 8

437 10 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐々木 大輝 ササキ ダイキ 男 黒沢尻北高等学校 9

438 11 ラグビーフットボール 少年男子 選手 北田 卓寛 キタダ タカヒロ 男 黒沢尻工業高等学校 10

439 12 ラグビーフットボール 少年男子 選手 後藤 空冴 ゴトウ クウガ 男 黒沢尻工業高等学校 11

440 13 ラグビーフットボール 少年男子 選手 武田 圭祐 タケダ ケイスケ 男 黒沢尻北高等学校 12

441 14 ラグビーフットボール 少年男子 選手 根子 叶多 ネコ カナタ 男 黒沢尻工業高等学校 13

442 15 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐々木 健太 ササキ ケンタ 男 盛岡工業高等学校 14

443 16 ラグビーフットボール 少年男子 選手 伊藤 海 イトウ カイ 男 黒沢尻工業高等学校 15

444 17 ラグビーフットボール 少年男子 選手 土橋 郁矢 ドバシ フミヤ 男 黒沢尻工業高等学校 16

445 18 ラグビーフットボール 少年男子 選手 阿部 有 アベ アラタ 男 黒沢尻工業高等学校 17

446 19 ラグビーフットボール 少年男子 選手 佐藤 稜真 サトウ リョウマ 男 黒沢尻工業高等学校 18

447 20 ラグビーフットボール 少年男子 選手 八重樫 恒平 ヤエガシ コウヘイ 男 黒沢尻工業高等学校 19

448 21 ラグビーフットボール 少年男子 選手 杉下 魁 スギシタ カイ 男 盛岡工業高等学校 20

449 22 ラグビーフットボール 少年男子 選手 清野 佑弥 キヨノ ユウヤ 男 黒沢尻北高等学校 21
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450 23 ラグビーフットボール 少年男子 選手 手束 勇陽 テツカ ユウヒ 男 黒沢尻工業高等学校 22

451 24 ラグビーフットボール 少年男子 選手 上川原 雄大 カミカワラ ユウダイ 男 宮古高等学校 23

452 1 山岳 成年男子 監督（専任） 畠山 晃 ハタケヤマ アキラ 男 岩泉町立小本小学校（教）

453 2 山岳 成年男子 選手 三上 誉人 ミカミ タカト 男 株式会社サンケン

454 3 山岳 成年男子 選手 坂本 裕樹 サカモト ユウキ 男 BOULDERS

455 4 山岳 少年男子 監督（専任） 千葉 真英 チバ マサヒデ 男 盛岡南高等学校（教）

456 5 山岳 少年男子 選手 中島 大智 ナカシマ ダイチ 男 盛岡南高等学校

457 6 山岳 少年男子 選手 石嶋 魁人 イシジマ カイト 男 盛岡南高等学校

458 7 山岳 少年女子 監督（専任） 昆 脩太 コン シュウタ 男 （公財）岩手県スポーツ振興事業団

459 8 山岳 少年女子 選手 伊藤 ふたば イトウ フタバ 女 盛岡中央高等学校

460 9 山岳 少年女子 選手 三角 唯香 ミスミ ユイカ 女 盛岡市立厨川中学校

461 1 カヌー 監督 監督（専任） 小野 幸一 オノ コウイチ 男 不来方高等学校（教）

462 2 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 カヤックシングル

463 3 カヌー SP成年男子選手 下屋敷 泰成 シタヤシキ タイセイ 男 鹿屋体育大学 カナディアンシングル

464 4 カヌー SP少年男子選手 吉田 俊吾 ヨシダ シュンゴ 男 不来方高等学校 カナディアンシングル

465 5 カヌー SP少年女子 鷹橋 茉美 タカハシ マミ 女 不来方高等学校 カヤックシングル

466 6 カヌー SP少年女子 稲垣 千夏 イナガキ チナツ 女 不来方高等学校 カヤックペア

467 7 カヌー SP少年女子選手 佐々木 伶奈 ササキ レナ 女 不来方高等学校 カヤックペア

468 8 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

469 9 カヌー SLR及びWWR選手 山田 茉未 ヤマダ マミ 女 岩手中央農業協同組合 カヤックシングル

470 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）

471 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）

472 3 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 公益財団法人盛岡市体育協会

473 4 アーチェリー 成年男子 選手 丹野 天士 タンノ テンシ 男 盛岡工業高等学校（教）

474 5 アーチェリー 成年男子 選手 滝野 信弥 タキノ シンヤ 男 長崎国際大学

475 6 アーチェリー 成年女子 選手 吉田 美紅 ヨシダ ミク 女 愛知産業大学

476 7 アーチェリー 成年女子 選手 川渕 真弓 カワブチ マユミ 女 花巻北高等学校（職）

477 8 アーチェリー 成年女子 選手 岩渕 萌 イワブチ モエ 女 雫石町役場

478 9 アーチェリー 少年男子 選手 谷村 望 タニムラ ノゾム 男 盛岡工業高等学校

479 10 アーチェリー 少年男子 選手 吉田 千弘 ヨシダ チヒロ 男 盛岡工業高等学校

480 11 アーチェリー 少年男子 選手 川村 遼平 カワムラ リョウヘイ 男 盛岡工業高等学校

481 12 アーチェリー 少年女子 選手 柏木 緋南子 カシワギ ヒナコ 女 盛岡白百合学園高等学校

482 13 アーチェリー 少年女子 選手 照井 彩花 テルイ アヤカ 女 盛岡白百合学園高等学校

483 14 アーチェリー 少年女子 選手 小野寺 みずき オノデラ ミズキ 女 盛岡白百合学園高等学校

484 1 空手道 監督（専任） 松永 秀樹 マツナガ ヒデキ 男 ひめや呉服店

485 2 空手道 成年男子 選手 浅沼 壮真 アサヌマ ソウマ 男 有限会社ツクバ精密 組手軽量級

486 3 空手道 成年男子 選手 坂本 拓功 サカモト タクノリ 男 岩手医科大学 組手中量級

487 4 空手道 成年男子 選手 佐々木 貴弘 ササキ タカヒロ 男 株式会社テツゲン 組手重量級

488 5 空手道 成年男子 選手 在本 幸司 アリモト コウジ 男 有限会社ツクバ精密 「形」出場

489 6 空手道 成年女子 選手 中世古 ひかり ナカセコ ヒカリ 女 東北福祉大学 組手

490 7 空手道 少年男子 選手 悦渕 護 イワイブチ マモル 男 釜石高等学校 組手

491 8 空手道 少年女子 選手 澤村 真実 サワムラ マナミ 女 不来方高等学校 組手
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クレー射撃 成年 監督（兼任） 武内 重人 タケウチ シゲヒト 男 京西電機（株）岩手工場

492 1 クレー射撃 成年 選手 佐藤 一将 サトウ カズマサ 男 滝沢市役所 スキート

493 2 クレー射撃 成年 選手 菊地 健一 キクチ ケンイチ 男 有限会社南岩手環境 スキート

494 3 クレー射撃 成年 選手 武内 重人 タケウチ シゲヒト 男 京西電機（株）岩手工場 スキート

495 4 クレー射撃 成年 選手 千葉 道徳 チバ ミチノリ 男 (有)武田銃砲火薬店 トラップ

496 5 クレー射撃 成年 選手 中舘 廣一 ナカダテ ヒロカズ 男 中舘工務店 トラップ

497 6 クレー射撃 成年 選手 白藤 博康 シラフジ ヒロヤス 男 紫波消防署 トラップ

498 1 なぎなた 成年女子 監督（専任） 細川 都也子 ホソカワ ツヤコ 女 一戸高等学校（教）

499 2 なぎなた 成年女子 選手 疋田 かんな ヒキタ カンナ 女 一戸町立一戸中学校（教） 試合 大将

500 3 なぎなた 成年女子 選手 武田 智摘 タケダ チヅミ 女 日本女子体育大学 　　　 中堅　演技 応じ

501 4 なぎなた 成年女子 選手 山火 ゆか ヤマビ ユカ 女 日本女子体育大学 　　　 先鋒  　　　 しかけ

502 5 なぎなた 少年女子 選手 飯坂 侑奈 イイサカ ユウナ 女 盛岡第二高等学校 試合 大将　演技 しかけ

503 6 なぎなた 少年女子 選手 浦島 裕加 ウラシマ ユウカ 女 釜石商工高等学校 　　　 中堅

504 7 なぎなた 少年女子 選手 武田 夏海 タケダ ナツミ 女 盛岡第二高等学校 　　　 先鋒　　　　　応じ

505 1 ボウリング 成年男子 監督（専任） 小野寺 亮太 オノデラ リョウタ 男 北良株式会社

506 2 ボウリング 成年男子 選手 阿部 航希 アベ コウキ 男 有限会社鈴木新聞店 A1

507 3 ボウリング 成年男子 選手 佐藤 信也 サトウ シンヤ 男 佐藤りんご園 A2

508 4 ボウリング 成年男子 選手 平中 彗 タイナカ セイ 男 岩手県立大学 B1

509 5 ボウリング 成年男子 選手 吉田 拓未 ヨシダ タクミ 男 盛岡市役所 B2

510 6 ボウリング 成年女子 監督（専任） 小林 恒雄 コバヤシ ツネオ 男 株式会社藤森測量設計

511 7 ボウリング 成年女子 選手 鈴木 ゆかり スズキ ユカリ 女 一般社団法人奥州市体育協会 A1

512 8 ボウリング 成年女子 選手 三上 彩奈 ミカミ アヤナ 女 日本放送協会盛岡放送局 B1

513 9 ボウリング 成年女子 選手 菊地 明美 キクチ アケミ 女 岩手県ボウリング連盟 B2

514 10 ボウリング 成年女子 選手 小笠原 由美子 オガサワラ ユミコ 女 ムラタ株式会社 A2

515 11 ボウリング 少年男子 監督（専任） 根田 光朗 ネダ ミツロウ 男 盛岡赤十字病院

516 12 ボウリング 少年男子 選手 千田 祐太 チダ ユウタ 男 水沢商業高等学校

517 13 ボウリング 少年男子 選手 栗林 春稀 クリバヤシ ハルキ 男 盛岡商業高等学校

518 1 ゴルフ 監督 監督（専任） 今渕 美穂子 イマブチ ミホコ 女 岩手県ゴルフ連盟

519 2 ゴルフ 成年男子 選手 米澤 蓮 ヨネザワ レン 男 東北福祉大学

520 3 ゴルフ 成年男子 選手 村田 謙二 ムラタ ケンジ 男 有限会社プリーマ

521 4 ゴルフ 成年男子 選手 鈴木 佑一 スズキ ユウイチ 男 株式会社やまびこ　盛岡事業所

522 5 ゴルフ 女子 選手 森沢 莉子 モリサワ リコ 女 盛岡中央高等学校

523 6 ゴルフ 女子 選手 中田 綾乃 ナカタ アヤノ 女 三井住友海上火災保険株式会社

524 7 ゴルフ 女子 選手 津志田 翔子 ツシダ ショウコ 女 富士大学

525 1 トライアスロン 成年男子 監督（専任） 大志田 誠 オオシダ マコト 男 株式会社盛岡アルミ

526 2 トライアスロン 成年男子 選手 寺澤 光介 テラサワ コウスケ 男 SUNNY FISH

527 3 トライアスロン 成年男子 選手 岩渕 努 イワブチ ツトム 男 東北電力株式会社

528 4 トライアスロン 成年女子 監督（専任） 道又 和夫 ミチマタ カズオ 男 岩手県トライアスロン協会

529 5 トライアスロン 成年女子 選手 細川 久実子 ホソカワ クミコ 女 岩手県立中部病院

530 6 トライアスロン 成年女子 選手 大志田 紀子 オオシダ ノリコ 女 株式会社システムエイド
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