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東北中学校体育連盟設立60周年記念大会

平成27年度　東北中学校体育大会

第38回　東北中学校柔道大会実施要項

この大会は，中学校教育の一環として中学校生徒に広くスポーツ実践の機会を与え，技能の向上とアマチュ

アスポーツ精神の高揚を図り，心身共に健康な中学生を育成するとともに，中学校生徒相互の親睦を図るもの

である。

東北中学校体育連盟　東北柔道連盟　宮城県教育委員会　仙台市教育委員会

東北地区中学校長会　宮城県中学校長会　仙台市中学校長会　青森県教育委員会

岩手県教育委員会　　秋田県教育委員会　山形県教育委員会　福島県教育委員会

（公財）宮城県体育協会　（公財）宮城県スポーツ振興財団　　　　仙台市

仙台市教育委員会　　仙台市体育協会　　共同通信社仙台支社

■教＝置き可地桑肩章乾祖ニ∴∴∴7若鶏＝東胡に　掘暮∴∴∴之　佃恒　∋家宝鞋

領愛美窒）糾合放送局　　韓＝HBヨ畠田本殿造　　言≡1㌔雪は芋芦L教書

宮城県中学校体育連盟　宮城県柔道連盟　仙台市中学校体育連盟　仙台市柔道協会

平成27年8月3日（月）～5日（水）

8月3日（月）　選手受付　　　　　　　　　　　　　　13：00－15：00　中央ホール

非公式計塾（団体試合出場者）　　　　　13：30－14：30　第2競技場

公式計量・柔道衣点検（団体試合出場者）

監督会議

東北六県委員長会議

8月4日（火）開館

審判会議

開会式

競技開始（男女団体試合）

表彰式（男女団体試合）
個人試合受付

非公式計量（個人試合出場者）
公式計量・柔道衣点検（個人試合出場者）

8月5日（水）開館

審判会議

競技開始（男女個人）

表彰式（男女個人）・閉会式

14：30－15：30

15：30～16：00

16：00－17：00

7：40

8：30～8：50

9：00－9：25

9：30～

14：30／－

13：30′一一15：00

14：00～15：00

15：00－16：00

7：40

8：30－8：45

9：00～

し5：00－

第2競技場

研修室

小会議室

研修室

第1競技場
第1競技場

第1競技場

中央ホール

第2競技場

第2競技場

研修室

第1競技場

第1競技場

仙台市体育館　〒982－0032　宮城県仙台市太白区富沢一丁目4番1号∴’愉022－244－1111　FAXO22－244－1115

※練習会場：宮城県武道館　〒982－0844宮城県太白区根岸町15－1　　T軋022－2491216　FAXO22－246－7736

（1）学校教育法第1条に規定する中学校に在籍し，各県中学校体育連盟に加盟する中学校生徒で　当該競技

要項により大会参加資格を得，校長が参加を認めた者，

（2）チーム編成については単独校による男女別とする。

（3）過年齢生徒の参加については，体力的，技術的要因が大きく関わると考え，満16歳に達した年度まで

出場できるものとする。

（4）参加資格の特例（各種学校等）

①学校教育法第134条の各種学校（1条校以外）に在籍し，各県中学校体育連盟の予選会に参加を認め

られた生徒であること。

②参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。

ア　東北大会の参加を認める条件

（ア）東北中学校体育連盟の目的及び長年にわたる活動を理解し，それを尊重すること。

（イ）生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成されていること。

（ウ）参加を希望する学校は，運動勧告動が学校教育の一環として，日常継嗣勺に当該顧問教員の指導
のもとに，適切に行われていること。
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8　引率者

及び監督

9　参加数

10　計量及び

柔道衣点検

イ　東北大会に参加した場合に守るべき条件

（ア）東北大会開催基準を守り，出場する競技種目の大会申し合わせ事項に従うとともに，大会の円滑

な運営に協力すること。

（イ）東北大会参加に際しては，責任ある当該校校長・教員が生徒を引率すること。まだ万一の事故

発生に備え，傷害保険等に加入するなどして，万全の事故対策を立てておくこと。

（ウ）大会開催に要する経費については，応分の負担をすること。

（1）引率責任者及び監督は，出場校の校長・教員（非常勤は除く）とする。ただし，当該校に部活動がない

個人種目については，別紙「東北中学校体育大会引率・藍替細則」に基づき特例を認める。

（2）外部コーチは，校長が認めた者とする。ただし，中学校教職員・校長が他校の外部コーチとしてベンチ

に入ることは認めない。

※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で　日常的に学校部活動の指導に当たって

いる者。年度当初に各県中体連柔道専門部に登録をした1校1名につき認める。

（3）審判員に準ずる服装をすること。

（1）男子団体試合は各県4チームの24チーム，女子団体試合は各県2チームの12チームとする。

（2）チームは1校単位で編成したチームとする。

①男子チームの人員は，監督1名，コーチl名，選手8名以内とする。

②女子チームの人員は，監督1名，コーチ1名，選手5名以内とする。

（3）個人試合は，男子8階級，女子8階級で行う。男子は各階級とも各県4名の24名，女子は各階級と

も各県2名の12名とする。体童区分は次のとおりとする。

①男子　　　50kg級（50kg以下）

60kg級（55kg超～60kg以下）

73kg級（66kg超～73kg以下）

90kg級（81kg超～90kg以下）

②女子　　　40kg級（40kg以下）

48kg級（44kg超～48kg以下）

57kg級（52kg超～57kg以下）

55畦級（55kg以下）

66kg級（60kg超～66kg以下）

81kg級（73kg超～81kg以下）

90kg超級（90kg超）

44kg級（40kg超～44kg以下）

52kg級（48kg超～52kg以下）

63kg級（57kg超～63kg以下）

70kg級（63kg超～70kg以下）　　70kg超級（70kg超）

（4）団体試合及び個人試合で不参加チームあるいは選手が出た場合は，開催県で補充できる。

（1）計量

①公式計量の前に非公式計量（仮計量）を行うことを認める。

②非公式計量では，指定時間内に自由に体寮を測定することができる。

③公式計量は指定された時間内に1回とし，再計量は一切認めない。

④団体試合の公式計量
ア　監督が立ち会い，チームごとに登録選手全員が測定を行うこと。順番の入れ替え等があった場合は

通知する。

イ　服装は，男子は下穿きのみ，女子はTシャツと下穿きのみの着用とする。下着の着用は認めるが，

包帯，サポーター等の着用は一切認めない。

⑤個人試合の公式計量

ア　定められた階級の体責区分にない者は失格とする。

イ　蹄は計量場所には入れない。指定の場所にて待機すること。

ウ　服装は，男子は下穿き，女子はTシャツと下穿きの着用を認める。下着の着用は認めるが，包帯，

サポーター等の着用は一一一切認めない。

エ　別室計量が必要な者は，あらかじめ申し出ること。

（2）柔道衣点検

①公式計量に引き続き，柔道衣点検を行う。

②（公財）全日本柔道連盟柔道衣規格に合格した柔道衣（上衣，下穿き，帯）を着用すること。

③柔道衣に必ずゼッケンを（学校名・名字入り）を縫い付けて出場すること。
ア　布地は白（晒・太綾）とする。

イ　サイズは横30－35cm，縦25～30cmとする。

ウ　名字（姓）は上側2／3，学校名は下側は／3とする。
エ　書体は太字ゴシック体とする（明朝体または楷書体も可）。男子は黒色，女子は濃い赤色。

オ　縫い付け場所は襟から5cu1－10cnl下部の位置で周園と対角線を強い糸で縫い付ける。

④女子の試合者は，上衣の下に，白色又は白に近い色の半袖で無地のTシャツ又はレオタードを着

用すること。Tシャツのマヤガについては，（公財）全日本柔道連盟が定める規定に準ずる。

⑤（公財）講道館から正式に段位証書が交付されている有段者は黒帯を用いること。女子の黒帯

は白線入りとする。

－11－－－



11競技規則

12　競技方法

13　表　　彰

l！l　参加料

15　参加申込

⑥胸マヤング等については道場名は不可とする。

（l）国際柔道連盟試合審判規定及び国内における「少年大会申し合わせ事項」による。

（2）優勢勝ちの判定基準は次の通りとする。

①団体試合の個々の試合においては，「有効」以上又は「僅差（「指導」の差2以上）」とする。優

劣の成り立ちは以下のとおりとし，それに満たない場合は「引き分け」とする。
「一本」＝「反則勝ち」＞「技あり」＞「有効」＞「僅差」

チーム間の内容が同等の場合は任意の選手による代表戦を行う。（但し，予選リーグ

においては代表戦を行わず，「引き分け」とする。）代表戦の判定基準は個人試合と同様

とし，得点差がない場合は延長戦（ゴールデンスコア）により勝敗を決する。

②個人試合は，「有効」又は「指導1」以上とする。得点差がない場合は延長戦（ゴールデンスコ
ア）により勝敗を決する。

（3）試合時間は　団体試合・個人試合ともすべて3分間とする。延長戦（ゴールデンスコア）は無制限

とする。

（4）「試合場におけるコーチの振るまい」について，「脳振盗対応について」を適用する。

（1）団体試合

①　男子は　参加24チームを3チームずつ8組に分け各組でリーグ方式を行い，各組の1位8

チームによって決勝トーナメント方式を行う。女子は参加12チームを3チームずつ4組に分

け，各組でリーグ戦を行い，各組の1位，2位8チームによってトーナメント戦を行う。

②　男子は1チーム5人制，女子は1チーム3人制により試合を行う。

③　チーム編成は　男女とも最も体重の重い者を大将とし，以下順次体重順とする。交代の選手と

入れ替えた場合も同様に体重順とする。試合毎に選手位置の入れ替え及び，一度退いた選手の

再出場は認めない。※選手変更は基本的に前試合開始までに所定の場所にて受け付ける。

④リーグ方式の順位は，次の方法によって決定する。
ア　チーム間における勝ち，引き分け，負けの率による。

イ　アにおいて同等の場合は，勝ち数の合計による。

ウ　イにおいて同等の場合は　勝ちの内容により決定する。
エ　ウにおいて同等の場合は　負け数の合計による。

オ　工において同等の場合は，負けの内容により決定する。

カ　オにおいて同等の場合は，1名による代表戦を1回行い，決勝トーナメント方式への出場チ
ームを決定する。（3校同等の場合は代表者3名によるリザ方式を行う。）。

⑤トーナメント方式の順位は　次の方法によって決定する。

ア　チーム間における勝ち数による。

イ　アにおいて同等の場合は，内容により決定する。

ウ　イにおいて同等の場合は，1名による代表戦により決定する。

（2）個人試合

①男子はトーナメント方式で行う。

②女子は参加12名を3名ずつ4組に分け，各組でリーグ方式を行い，各組の1位4名により決勝

トーナメント方式を行う。（リーグ方式で同点の場合は，抽選によりトーナメント方式で勝敗を決

する。）

（1）団体試合は　男女とも1位～3位までの4チームを表彰する。優勝校（男女）には優勝カップを

授与する。（優勝カップは持ち回りとする。）

（2）個人試合は，各階級とも第1位～第5位までの8名を表彰する。

（1）参加生徒一人2，000円とする。宿泊費とともに，下記口座に学校名にて振り込むこと。

（2）振込先

金融口座 �七十七銀行　名掛丁支店 

口座番号 �普通　9164863 

口座名義 �東武トップツアーズ㈱　仙台支店 

（1つ　申し込み方法

①　大会申込書（Excelファイル）に必要事項を入力し，申込先にE一隅誼で送信すること。

②　①で完成した申込書をプリントアウトし，職印を押印の上，申込先に郵送すること。

③【申込〆切】平成27年7月24日（金）17：00必着　　※〆切を厳守すること。
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（2）申込先

〒980－0022　宮城県仙台市青菜区五橋2－－2－－－1仙台市立五橋中学較内　矢吹　健一　宛 

T削．022－225－5476　　　　FAXO22－21．7－9723 

E－mail＿　yabuO305＠senda十C．ed．jp 

16　諸会議

17　宿　　泊

18　その他

19　連絡先

（3）各専門委員長は参加選手一覧表を各県予選会後すぐに，E－mailにて実行委員会事務局（開催県

専門委員長）へ報告すること。

（l）監　督　会　議　　平成27年8月3日（月）　　15：30－16：00

仙台市体育館　2F研修室

（2）東北六県委員長会議　平成27年8月3日（月）　16：00－17：00

仙台市体育館　小会議室

（3）審判会議　　　　　平成27年8月4日（火）　　　8：20－8：50

平成27年8月5日（水）　　　8：30～8：45

仙台市体育館　2F研修室

宿泊要項は別紙とする。大会出場者（引率者・監督・コーチ・選手）の宿泊については必ず宿泊要

項にある指定業者を通して申し込むこと。

（1）練習会場の開放日は次の通りとする。

①　8月3日（月）　宮城県武道食繰道場　　　8：00－17：00

②　8月4日　ひく）

③　8月5日（水）

仙台市体育館第1競技場14：00－16：00回拙螺的靭

宮城県武道館柔道場　　　8：00－17：00

仙台市体育館第1競技場　7：45－8：45㈲配暢都）み）15：00－16：00他人嚇

仙台市体育館第1競技場　7：40－8：50脾臓

（2）選手変更について

①団体試合

ア　大会申込提出後，選手の病気・負傷等で選手変更を必要とする場合は　当該校の校長からの

選手変更届（様式は自由，変更の理由，公印必要）を各県委員長に提出すること。

イ　大会当日の選手変更は，登録選手の交代のみとし，体重順に編成替えをすること。

②個人試合

ア　大会申込書提出後，選手の病気・負傷等で出場できなくなった場合は　当該校長からの辞退

届（様式は自由，辞退の理由，公印必要）を各県委員長に提出すること。

イ　当該県の推薦により，新たに申込書を作成の上，替わりの選手を出場させることができる。

③変更届・辞退届及び新しい申込書（個人試合のみ）は，7月30日（木）正午までに，当該県の

委員長より大会事務局に提出すること。それ以後は受け付けない。

（3）大会期間中の負傷・傷病等については，応急処置のみ実施する。大会参加者は健康保険証を持

参することが望ましい。

（4）役員・監督・コーチ・選手以外は試合会場への入場を禁止する。

（5）プログラムは　参力暇の監督に1部配布する。

（6）大会についての問い合わせは，各県専門委員長を通じて申し出ること。その他，必要事項につい

ては監督会議において連絡する。監督会議に出席できない場合は各県で対応する。

（7）東北中学校体育連盟では申込書に記載する，選手氏名・学校名・学年等の情報は本大会プログ

ラムへ掲載し広く公表するとともに，大会結果集約に利用する。また，成績については報道発表

並びにホームページに掲載する。申込書に掲載する情報の利用について同意が得られない等，事

情がある場合は各県中学校体育連盟を通して東北中学校体育連盟及び開催県実行委員会と連絡を

とり，適切に対処する。特に申し出がない場合は上記内容を承諾したものとする。

第38回東北中学校柔道大会実行委員会事務局 

〒983－001．3　宮城県仙台市宮城野区中野字高橋前65 

仙台市立中野中学校内　遊　佐　英　徳 

TEL022－259－2020　　FAXO22－259－2593 

E－mailhideyusa＠sendaiで．ed．jp 
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国際柔道連盟試合審判規定「少年大会申し合わせ事項」

平成23年6月6日

財団法人　全日本柔道連盟

審判委員会

少年（中学生・小学生）の柔道試合は、次の条項を加え、あるいは置き換えたものによって行なうものとする。

1、加えるもの

第27条（禁止事項と罰則）

指導（軽微な違反）

1．相手の後ろ襟、背部又は韓を握ること。

ただし、技を施すため、瞬間的（1，2秒程度）に握るのは認められる。

（注）中学生の場合は、試合者の程度に応じて、後ろ襟を握ることは認められる。

2．両膝を最初から同時に畳について背負投を施すこと。

3．関節技及び絞技を用いること。

（注）中学生の場合は、絞技を用いることは認められるが、三角鮫は認めない。

4．無理な巻き込み技を施すこと。

5．相手の頚を抱えて大外刈、払腰などを施すこと。

6．小学生の試合において、裏技を施すこと。

第27条（附則）

1．〔相手の後ろ襟、背部又は帯を握ること〕関係

①「後ろ襟」の解釈については、柔道衣を正しく着用したときの頚の後ろ側（うなじ）の範囲にある襟の部分

をいう。たとえ試合者の一方が後ろ襟を握った後、その襟を引き下げて側頚部にずらした場合でも反則とす

る。

②「背部を握る」の範囲は　目安として肩の中心線に手首がかかるような状態の場合を背部とみなす。

「後ろ襟、又は背部を握った」状態で通称ケンケン内股等をかける場合は〔瞬間的（1，2秒程度）〕の規

定にかかわらず、特例として認める。

内股に限らずケンケンで入る技（例えば大内刈・大外刈等）を対象とする。この場合、連絡・変化技が途

切れるまで認める。

2．〔両膝を最初から同時に畳について背負投を施すこと。〕関係

両膝を最初から畳につくとは、同時はもちろん、ほとんど同時と見なされる場合も含む。技が崩れた結果で

ある場合は反則としない
－14－



国際柔道連盟試合審判規定「少年大会申し合わせ事項」

平成23年6月6日

財団法人　全日本柔道連盟

審判委員会

3．〔関節技及び絞技を用いること。〕関係

①寝技のとき、脚を交差して相手を制しているだけの状態は、三角絞とはみなさない。ただし、危険な状態と

なったときは「待て」と宣告して立たせる。

②擾技のとき、意志はなかったが関節技がきいた場合は、「待て」と宣告して立たせる。

（注）小学生の場合は、寝技のとき、意志はなかったが絞技、関節鼓がきいた場合は「待て」と宣告して立

たせる。

③立ち姿勢のとき、「腕返」（俗称）を施した場合は、「反則負け」の罰則を与える。

4．〔無理な巻き込み技を施すこと。〕関係

「無理な巻き込み」とは、軸足のバネを利かすことなく、体を利用して倒れ込むようにして巻き込んだ技を

いう。

5．〔相手の頚を抱えて施す大夕博」、払腰などを施すこと。〕関係

「相手の頚を抱えて施す大外刈、払腰等」とは、明らかに腕を相手の頚に巻きつけて施した場合のみをいう。

第26条（抑え込み）附則に次を加える

寝技の攻撃・防御において、頸の関節及び脊椎等の故障につながると審判員が判断したときは「待て」の宣告

をする。

2、置き換えるもの

第20条（一本）附則

絞技においては、「技の効果が十分現れた場合」を適用し、審判員の見込みによる「一本」の判定を下すことが

できる。

付則　この申し合わせは平成22年5月1日より実施する。

平成23年6月14日、アンダーライン部分変更
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東北中学校柔道大会　団体戦　栄光の記録

回 �年度 �開催県・地 �種目 �優　勝 �準優勝 �第3位 
学　校　　　県 �学　校　　‾　県 �学　校　　　県 �学　校　　　県 

1 �53 �秋田　秋　田　市 �男子 �土　　　　崎秋田 �八　郎　潟　秋田 �湯　沢　南　秋田 �郡　山　六　福島 

2 �54 �青森　五所川原市 �男子 �本　荘　南　秋田 �八　郎　潟　秋田 �弘　前　五　青森 �湯　沢　南　秋田 

3 �55 �岩手釜　石　市 �男子 �湯　沢　南秋田 �弘　前　五　青森 �弘　前　三　青森 �黒　　　　石　青森 

4 �56 �宮城仙　台　市 �男子 �小　佐　野岩手 �鷹　　　　巣秋田 �酒　田　四　山形 �土　　　　崎　秋田 

5 �57 �秋田　秋　田　市 �男子 �本　荘　南　秋田 �茂　　　　庭福島 �大　　　　曲　秋田 �弘　前　三　青森 

6 �58 �福島　福　島　市 �男子 �弘　前　三青森 �気　仙　沼　宮城 �高　　　　砂　宮城 �八　郎　潟　秋田 

7 �59 �山形　山　辺　町 �男子 �湯　沢　南　秋田 �三　沢　一青森 �羽　　　　城　秋田 �将　軍　野　秋田 

8 �60 �秋田　五　城　目　町 �男子 �湯　沢　南　秋田 �甲　　　　田　青森 �土　　　　崎　秋田 �小　佐　野岩手 

9 �61 �青森　弘　前　市 �男子 �八　戸　一　青森 �弘　前　三　青森 �湯　沢　南秋田 �城　　　　東　秋田 

10 �62 �岩手　一　関　市 �男子 �弘　前　三青森 �三　沢　一　青森 �湯　沢　南秋田 �土　　　　崎　秋田 

11 �63 �宮城　仙　台　市 �男子 �土　　　　崎　秋田 �山　形　四　山形 �秋　田　北秋田 �本　荘　南　秋田 

12 �フt �福島　福　島　市 �男子 �五所川原三　青森 �小　名　浜　二　福島 �八　戸　一青森 �弘　前　四　青森 

13 �2 �山形　羽　黒　町 �男子 �五所Iii原三　青森 �河　　　　北　山形 �土　　　　崎　秋田 �弘　前　四　青森 

14 �3 �秋田　秋　田　市 �男子 �岩　出　山　宮城 �大　　　　鳥　福島 �中　　　　田　宮城 �河　　　　北　山形 

15 �4 �青森八　戸　市 �男子 �河　　　　北　山形 �五所川原三　青森 �湯　沢　南　秋田 �小　　　　湊青森 
女子 �弘　前　三青森 �陵　　　　南　山形 �川　　　　崎　宮城 �向　　　　陽福島 

16 �5 �岩手盛　岡　市 �男子 �小　　　　湊青森 �秋　田　東　秋田 �河　　　　北　山形 �長　井　南　山形 
女子 �河　　　　北　山形 �向　　　　陽福島 �大　　　　鰐　青森 �桃　　　　陵福島 

17 �6 �宮城仙　台　市 �男子 �河　　　　北　山形 �中　　　　田　宮城 �立　　　　川　山形 �五所川原一　青森 
女子 �須　賀Iii三福島 �陵　　　　南　山影 �八　戸　三　青森 �，須　賀　川　一　福島 

18 �7 �山形　寒　河　江　市 �男子 �五所川原三青森 �八　　　　竜秋田 �山　　　　辺　山形 �能　代　一　秋田 
女子 �山　形　三　山形 �飯　　　　島　秋田 �小　　　　湊青森 �河　　　　北　山形 

19 �8 �福島　い　わ　き　市 �男子 �石　　　Iii福島 �明　　　　星　宮城 �豊　　　　里　宮城 �仙　　　　北秋田 
女子 �山　形　七　山形 �小　　　　湊　青森 �矢　巾　北岩手 �内　青森 

20 �9 �青森　弘　前　市 �男子 �秋　田　東　秋田 �植　　　　田　福島 �大　　　　熊福島 �立　　　　川　山形 
女子 �北　　　　陸　岩手 �河　　　　北　山形 �小　名　浜　一福島 �尚　　　　美　福島 

21 �10 �宮城　女　jii　町 �男子 �天　王　南　秋田 �小　　　　湊青森 �河　　　　北　山形 �日　　　　新　山形 
女子 �尚　　　　英　福島 �北　　　　陸岩手 �五　城　目　一秋田 �中　　　　田　宮城 

22 �11 �秋田　秋　田　市 �男子 �飯　　　　島　秋田 �天　王　南　秋田 �天　童　三　山形 �三　沢　一　青森 
女子 �豊　　　　里　宮城 �五　城　目　秋田 �大　　　　熊　福島 �朝　　　　日　山形 

23 �12 �岩手盛　岡　市 �男子 �飯　　　　島　秋田 �五所川原一　青森 �小　　　　湊　青森 �岩　出　山　宮城 
女子 �大　　　　熊福島 �浪　　　　江　福島 �豊　　　　里　宮城 �羽　　　　後秋田 

24 �13 �福島　原　町　市 �男子 �小　　　　湊青森 �中　　　　田　宮城 �内　郷　一　福島 �米　　　　山　宮城 
女子 �飯　　　　島　秋田 �久　　　　慈　岩手 �内　郷　一　福島 �尚　　　　美　福島 

25 �14 �山形尾　花　沢　市 �男子 �米　　　　山　宮城 �立　　　　川　山形 �五所川原一　青森 �中　　　　田　宮城 
女子 �飯　　　　島　秋田 �中　　　　田　宮城 �温　　　　海　山形 �青　森　山　田　青森 

26 �15 �青森　弘　前　市 �男子 �五所川原一青森 �青　森　山　田　青森 �天　童　三　山形 �須　賀　川　一福島 
女子 �飯　　　　島　秋田 �青　森　山　田　青森 �中　村　二福島 �渡　　　　波　宮城 

27 �16 �宮城　仙　台　市 �男子 �青　森　山　田　青森 �植　　　　田　福島 �久　　　　慈　岩手 �御　野　場　秋田 
女子 �中　村　第　二　福島 �五所川原一　青森 �二　本　松　三福島 �勝　　　　平　秋田 

28 �17 �秋田　秋　田　市 �男子 �五所川原一　青森 �小　名　浜　一福島 �石　　　　瀬　福島 �櫛　　　　引　山形 
女子 �五所川原一　青森 �金　　　　山　山形 �温　　　　海　山形 �大　　　　熊福島 

29 �18 �岩手　宮　古　市 �男子 �三　沢　一　青森 �青　森　山　田　青森 �中　村　二福島 �天　童　三　山形 
女子 �迫　宮城 �五所川原一　青森 �大　　　　衡宮城 �金　　　　山　山形 

30 �19 �福島　会津若松市 �男子 �東　北　学　院　宮城 �小　名　浜　一　福島 �平　第　一　福島 �立　　　　川　山形 
女子 �五所川原一　青森 �本　荘　東　秋田 �山　　　　辺　山形 �大　　　　熊　福島 

31 �20 �青森　弘　前　市 �男子 �小　名　浜　一福島 �勝　　　　平秋田 �東　根　一　山形 �御　野　場秋田 
女子 �五所川原一青森 �土　　　　崎秋田 �須　賀Iii三　福島 �山　　　　辺　山形 

32 �21 �岩手盛　岡　市 �男子 �筒　　　　井青森 �立　　　Iii山形 �江　釣　子岩手 �御　野　場秋田 
女子 �五所川原一青森 �大　　　　熊　福島 �平　　　　鹿秋田 �川　山形 

33 �22 �宮城　気仙　沼　市 �男子 �湊i　　　　青森 �小　　　　高　福島 �山　形　九　山形 �野　　　　田　岩手 
女子 �五所川原一　青森 �内　郷　一福島 �蔵　王　一　山形 �平　　　　一　福島 

34 �23 �山形　鶴　岡　市 �男子 �青　森　山　田　青森 �喜　多　方三福島 �油　　　Iii青森 �勝　　　　平　秋田 
女子 �五所川原一　青森 �御　野　場　秋田 �野　辺　地　青森 �東　根　一　山形 

35 �24 �秋田　秋　田　市 �男子 �弘　前　一　青森 �喜　多　方　三　福島 �御　野　場　秋田 �勝　　　　平秋田 
女子 �五所川原一　青森 �江　釣　子　岩手 �喜　多　方　三　福島 �名　取　一　宮城 

36 �25 �青森　八　戸　市 �男子 �御　野　場　秋田 �弘　前　一　青森 �喜　多　方　三　福島 �山　形．　十　山形 
女子 �鶴　　　　田　青森 �喜　多　方　三　福島 �弘　前　一　青森 �男　鹿　東秋田 

37 �26 �岩手北　上　市 �男子 �五所川原一青森 �坂　　　　下福島 �土　　　　崎　秋田 �男　鹿　東秋田 
女子 �男　鹿　東秋田 �喜　多　方　三福島 �天　王　南　秋田 �鶴　　　　田　青森 

38 �27 �宮城　仙　台　市 �男子 � � � � 
女子 � � � � 
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試合順序及び試合場
団体戦　8月4日（火）

第1試　合　場 �第　2　試　合　場 �第　3　試　合　場 �第　4　試　合　場 

1 �女 �天王南　＿　米山 �最上　　　　北上 �条南　　　五所川原第－ �大迫　＿　飯島 
（秋田）　（宮城） �（山形）　（岩手） �（宮城）　　（青森） �（岩手）　（秋田） 

2 �男 �長内　＿　渡波 （岩手）（宮城） �志波姫＿　久慈 （宮城）（岩手） �五所川原第－＿蔵王第一 （青森）（山形） �沖郷　＿郡山第六 （山形）（福島） 

3 �男 �小名浜第一　　大石田 �田名部　　　四倉 �山田　＿　勝平 �東和　　　　車力 
（福島）　　（山形） �（青森）　（福島） �（岩手）　　（秋田） �（岩手）　（青森） 

4 �女 �米山　　　　四倉 �北上　＿　鶴田 �五所川原第－＿喜多方第三 �飯島　　　　三川 
（宮城）　　（福島） �（岩手）　（青森） �（青森）　（福島） �（秋田）　（山形） 

5 �男 �渡波　　　　天王 �久慈　　　　大曲 �蔵王第一＿　住吉 �郡山第六＿　角田 
（宮城）　　（秋田） �（岩手）　（秋田） �（山形）　　（宮城） �（福島）　　（宮城） 

6 �男 �大石田　＿　鶴田 �四倉　＿　楯岡 �勝平　　　　坂下 �車力　＿　飯島 
（山形）　　（青森） �（福島）　（山形） �（秋田）　　（福島） �（青森）　　（秋田） 

7 �女 �天王南　　　四倉 �最上　＿　鶴田 �条南　　　喜多方第三 �大迫　　　　三lII 
（秋田）　　（福島） �（山形）　　（青森） �（宮城）　　（福島） �（岩手）　　（山形） 

8 �男 �長内　　　　天王 �志波姫　＿　大曲 �五所川原第一＿　住吉 �沖郷　＿　角田 
（岩手）　　（秋田） �（宮城）　（秋田） �（青森）　（宮城） �（山形）　　（宮城） 

9 �男 �小名浜第一　　　鶴田 �田名部　＿　楯岡 �山田　　　　坂下 �東和　　　　飯島 
（福島）　　（青森） �（青森）　（山形） �（岩手）　　（福島） �．（岩手）　（秋田） 

10 �女 �女子準々決勝【Al対C2】 �女子準々決勝【Bl対D2】 �女子準々決勝【cl対A2】 �女子準々決勝【Dl対B2】 

ll �男 �男子準々決勝【Al対Bl】 �男子準々決勝【cl対Dl】 �男子準々決勝【El対Fl】 �男子準々決勝【Gl対Hl】 

12 � � �女子準決勝 �女子準決勝 � 

13 � � �男子準決勝 �男子準決勝 � 

14 � � �女子決勝 � � 

15 � � �女子決勝 � � 

個人戦　8月5日（水）
篇　1　試：合　場 �第　2　試　合　場 �第　3∴零式　会　場 �篇　4　試　合　場 

女子40・70kg趨級 �女子44・70kg級 �女子48・63kg級 �女子52・57kg級 
男子50・90kg超級 �男子55・901徽級 �男子60・81kg級 �男子66・73k級 

1 �女 �女子40kg級　予選第1試合 �女子44由級　予選第1試合 �女子48kg級　予選第1試合 �女子52鴫級　予選第1試合 
（1　－　4　） �（1　－　4　） �（1　－　4　） �（1　－　4　） 

2 �女 �女子70畦超級　予選第1試合 �女子70鳴級　予選第1試合 �女子63畦級　予選第1試合 �女子57畦級　予選第1試合 
（　5　一一　8　） �（　5　－　8　） �（　5　－　8　） �（　5　－　8　） 

3 �男 �男子50鴫級1回戦 �男子55畦級1回戦 �男子60畦級l回戦 �男子66kg級1回戦 
（9　－　1　6） �（9　－　1　6） �（9　－　1　6） �（9　－　1　6） 

4 �男 �男子90kg超級1回戦 （17一一24） �男子90kg級1回戦 （17＿～24） �男子81鴫級l回戦 （17－－24） �男子73kg級l回戦 （17～24） 

5 �女 �女子40略綬予選第2試合 （25－28） �女子44畦級予選第2試合 （25一一28） �女子48畦級予選第2試合 （25－28） �女子52畦級予選第2試合 （25一一28） 

6 �女 �女子70kg超級予選第2試合 （29へ32） �女子70畦級予選第2試合 （29－32） �女子63kg超級予選第2試合 （29－32） �女子57kg級予選第2試合 （29一一3‾2） 

7 �男 �男子50瞭級　2回戦 �男子55畦級　2回戦 �男子60畦級　2回戦 �男子66鴫級　2回戦 
（3　3　－　4　0） �（3　3　－　4　0） �（3　3　－　4　0） �（3　3　－　4　0） 

8 �男 �男子90鳴超級　2回戦 �男子90鴫級　2回戦 �男子81鳴級　2回戦 �男子73kg級　2回戦 
（41～　4　8） �（41－　4　8） �（41－　4　8） �（41－　4　8） 

9 �女 �女子40kg級　予選第3試合 �女子44鴫級　予選第3試合 �女子48鴫級　予選第3試合 �女子52畦級　予選第3試合 
（4　9　－　5　2） �（4　9　－　5　2） �（4　9　－－　5　2） �（4　9　一一　5　2） 

10 �女 �女子70kg超級　予選第3試合 �女子70地殻　予選第3試合 �女子63畦級　予選第3試合 �女子57略綬　予選第3試合 
（5　3　一一　5　6） �（5　3・－　5　6） �（5　3　一一　5　6） �（5　3　－　5　6） 

11 �男 �男子50kg級　3回戦 �男子55鴫級　3回戦 �男子60kg級　3回戦 �男子66kg級　3回戦 
（5　7　－　6　0） �（5　7　一一　6　0） �（5　7　－　6　0） �（5　7　－　6　0） 

12 �男 �男子90kg超級　3回戦 �男子90kg級　3回戦 �男子81畦級　3回戦 �男子73畦級　3回戦 
（61－　6　4） �（61－　6　4） �（61－　6　4） �（61－　6　4） 

13 �女 �女子準決勝（65－68） �女子準決勝（65－68） �女子準決勝（65－68） �女子準決勝（65－68） 

14 �男 �男子準決勝（69－72） �男子準決勝（69－72） �男子準決勝（69－72） �男子準決勝（69－72） 

15 � � �男子決勝 �女子決勝 � 
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男子団体戦
ブロック �番号 �学　　　校　　　名 �県名 �試合順・予選結果 ���勝数 �負数 �順位 

A �l �久　慈　市　立　長　内　中学校 �岩　手 �∃ �∃ �］ � � � 2 �石　巻市立　波波　中学校 �宮　城 ���� � � 

3 �海　上　市　立　天王　中学校 �秋　田 ���� � � 

B �4 �いわき市立小名浜第一中学校 �福　島 �∃ �∃ �］ � � � � 5 �大石田町立大石田　中学校 �山　形 ����� � � 

6 �鶴　田　町立鶴　田　中学校 �青　森 ����� � � 

C �7 �栗原市立志波姫　中学校 �宮　城 �∃ �∃ �∃ � � � � 8 �久　慈　市　立　久　慈　中学校 �岩　手 ����� � � 

9 �大仙　市立　大　曲　中学校 �秋　田 ����� � � 

D �10 �むつ市立田名部　中学校 �青　森 �∃ �∃ �∃ � � � � ll �いわき市立四倉　中学校 �福　島 ����� � � 

12 �村　山　市立楯岡　中学校 �山　形 ����� � � 

B �13 �五所）i源市立五所ji噛第一中学校 �青　森 �∃ �∃ �∃ � � � � 14 �山形市立蔵王第一　中学校 �山　形 ����� � � 

15 �石　巻市　立　住吉　中学校 �宮　城 ����� � � 

F �16 �山　田　町立　山　田　中学校 �岩　手 �∃ �∃ �∃ � � � � 17 �秋　田　市　立　勝平　中学校 �秋　田 ����� � � 

18 �会津坂下町立坂下　中学校 �福　島 ����� � � 

G �19 �南　陽市　立　沖郷　中学校 �山　形 �∃ �∃ �∃ � � � � 20 �郡山市立郡山第六　中学校 �福　島 ����� � � 

21 �角　田　市　立　角　田　中学校 �宮　城 ����� � � 

H �22 �花　巻　市　立　東和　中学校 �岩　手 �∃ �∃ �∃ � � � � 23 �つがる市立車力　中学校 �青森 ����� � � 

24 �秋　田　市　立飯島　中学校 �秋　田 ����� � � 
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プログラムの訂正のお願い

プログラム19ページ、「女子団体戦」の決勝トーナメントの組み合わせが間違っておりました。以下の下
線部の通りにご訂正方お願い申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

女子団体戦

ゾri，・勺 �布け �学　　　校　　　名 �県名 �試合煩・予選結果 ���勝数 �負数 �順位 

A �l �海上市立天王南　中学校 �秋　田 �］ �∃ �1－7 � � � 2 �登米市立米山　中学校 �宮城 ���� � � 

3 �いわき市立四倉　中学校 �福島 ���� � � 

B �4 �最上町立最上　中学校 �山形 �］ �∃ �2二7 � � � 5 �北上　市立北上　中学校 �岩手 ���� � � 

6 �鶴　田　町　立　鶴　田　中学枚 �青森 ���� � � 

C �7 �気仙沼市立条南i中学枚 �宮城 �∃ �∃ �3－7 � � � 8 �五所川原市並五所Iii原第一中学校 �青森 ���� � � 

9 �喜多方市立第三　中学校 �福島 ���� � � 

D �10 �花巻市立大迫　中学校 �岩手 �］－ �∃ �4－7 � � � 11 �秋　田　市立飯島　中学校 �秋　田 ���� � � 

12 �三川　町立　三川　中学校 �山形 ���� � � 



男子個人戦 50　kg級 （第1試合場）
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男子個人戦 55　kg級 （第2試合場）
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男子個人戦 60　kg級 （第3試合場）
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男子個人戦 66　kg級 （第4試合場）
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男子個人戦 73　kg級 （第4試合場）
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男子個人戦 81kg級 （第3試合場）
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男子個人戦 90　kg級 （第2試合場）
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男子個人戦　90kg超級 （第1試合場）
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女子個人戦　　　　40　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選 ��結果 ��膀数 �負数 �順位 

1 �狩　野　愛　肇 �志　波　姫　中学校 �宮城 �∃ �］ �］ � � � � 

2 �斎藤　来　夢 �白　河第　二　中学校 �福島 ����� � � 

3 �松　本　玲　菜 �大　曲　　中学校 �秋　田 ����� � � 

4 �大　内　来　愛 �山　形第　七　中学校 �山形 �∃ �］ �］ � � � � 

5 �大　西　愛　花 �車　力　　中学校 �青森 ����� � � 

6 �佐藤　暖　心 �長　内　　中学校 �岩手 ����� � � 

7 �平　子　優　希 �平　第　一　中学校 �福島 �∃ �］ �］ � � � � 

8 �錦　織　桃　佳 �大　船　渡　中学校 �岩手 ����� � � 

9 �武　田　　和 �高　瀬　　中学校 �秋田 ����� � � 

10 �野　上　荊来奈 �中　里　　中学校 �青森 �∃ �］ �］ � � � � 

11 �升　野　朱　那 �渡　波　　中学校 �宮城 ����� � � 

12 �後　藤　唯　花 �山　　寺　　中学校 �山形 ����� � � 

女子個人戦　　　　44　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選結果 ���勝敷 �負数 �順位 

1 �南　野　美　久 �清　水　　中学校 �福島 �∃ �∃ �∃ � � � 

2 �新谷　通　番 �三　沢第　一　中学校 �青森 ���� � � 

3 �猿舘　伊　吹 �大　　宮　　中学校 �岩手 ���� � � 

4 �蔚藤　桃　花 �角　　田　　中学校 �宮城 �∃ �］ �∃ � � � 

5 �朽　木　　叶 �朝　　日　　中学校 �山形 ���� � � 

6 �吉　田　さくら �飯　　島　　中学校 �秋田 ���� � � 

7 �工　藤　毯　矢 �鶴　　田　　中学校 �青森 �∃ �］ �］ � � � � 

8 �安　田　荊　桜 �秋　田　北　中学校 �秋田 ����� � � 

9 �平　野　しずく �北　上　　中学校 �岩手 ����� � � 

10 �安　部　亜　紀 �小　国　　中学校 �山形 �∃ �］ �∃ � � � 

11 �大　内　譜　音 �田　　島　　中学校 �福島 ���� � � 

12 �千葉　美　月 �湊　　　中学校 �宮城 ���� � � 
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（第1試合場）

（第2試合場）



女子個人戦　　　48　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合頗・予選結果 ���勝数 �負数 �順位 

1 �野　丙　杏　倫 �内　郷第一　中学校 �福島 �∃ �∃ �∃ � � � 

2 �島　野　紗　弥 �東　和　　中学校 �岩手 ���� � � 

3 �寒河江　玲　奈 �川　　西　　中学校 �山形 ���� � � 

4 �尾　野　有　紗 �矢本第二　中学校 �宮城 �∃ �∃ �∃ � � � 

5 �加　藤　美　乃 �土　崎　　中学校 �秋　田 ���� � � 

6 �渋　谷　　＿舞 �鶴　　田　　中学校 �青森 ���� � � 

7 �伊藤　江梨花 �陸前高田第一　中学校 �岩手 �∃ �∃ �］ � � � 

8 �今　　椀，香 �中　里　　中学校 �青森 ���� � � 

9 �猪　野　由　衣 �高　畠　第一　中学校 �山形 ���� � � 

10 �新　田　怜　美 �仙　北　　中学校 �秋　田 �∃ �∃ �∃ � � � 

11 �古　川　鈴　音 �安　穏　　中学校 �福島 ���� � � 

12 �小　幡　恵　里 �日　吉　台　中学校 �宮城 ���� � � 

女子個人戦　　　52　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合頗・予選 ��結果 �勝数 �負数 �腕位 

1 �盛　内　案彩紀 �大　迫　　中学校 �岩手 �∃ �∃ �∃ � � � 

2 �櫻　田　香　織 �飯　島　　中学校 �秋田 ���� � � 

3 �菅　原　　凍 �日　吉　台　中学校 �宮城 ���� � � 

4 �沼　瑞　相有刺 �三沢第一　中学校 �青森 �∃ �］ �∃ � � � 

5 �蔚藤　あゆか �lIi　西　　中学校 �山形 ���� � � 

6 �柳　原　海　羽 �須賀川第三　中学校 �福島 ���� � � 

7 �加賀谷　未　来 �飯　島　　中学校 �秋田 �∃ �］ �］ � � � 

8 �泉　　綾　乃 �善多方第三　中学校 �福島 ���� � � 

9 �丹　野　桃　世 �小　牛　田　中学校 �宮城 ���� � � 

10 �菅　原　京　華 �三　川　　中学校 �山′形 �∃ �∃ �∃ � � � 

11 �千　葉　まなみ �北　上　　中学校 �岩手 ���� � � 

12 �謝　馬　みなみ �弘前第一　中学校 �青森 ���� � � 
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（第3試合場）

（第4試合場）



女子個人戦　　　　57　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選結果 ����勝数 �負数 �順位 

1 �山　田　ひまわり �天　王　南　中学校 �秋　田 �∃ �］ �］ � � � � 

2 �佐久間　総理肇 �三　　川　　中学校 �山形 ����� � � 

3 �菊　地　陽　真 �玉　浦　　中学校 �宮城 ����� � � 

4 �高　森　　唯 �安　穏　　中学校 �福島 �∃ �∃ �∃ � � � � 

5 �岡　堀　朱　杏 �見　前　南　中学校 �岩手 ����� � � 

6 �小笠原　みなみ �弘前第一　中学校 �青森 ����� � � 

7 �竹　田　杢　夏 �山　形第十　中学校 �山形 �∃ �］ �∃ � � � � 

8 �伊藤　菜々花 �五所川原第一　中学校 �青森 ����� � � 

9 �高　橋　美　奈 �将　監　　中学校 �宮城 ����� � � 

10 �落　合　小　春 �大　　宮　　中学校 �岩手 �∃ �］ �∃ � � � � 

11 �遠藤　奈　央 �天　王　南　中学校 �秋田 ����� � � 

12 �大　堀　萌　絵 �喜多方第三　中学校 �福島 ����� � � 

女子個人戦　　　　63　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選結果 ����勝数 �負数 �順位 

1 �佐　藤　沙真亜 �古　川　　中学校 �宮城 �∃ �］ �］ � � � � 

2 �平　内　那奈実 �三　沢第一　中学校 �青森 ����� � � 

3 �渋　谷　萌々音 �天　王　南　中学校 �秋田 ����� � � 

4 �鈴　木　胡　桃 �大　迫　　中学校 �岩手 �∃ �］ �∃ � � � � 

5 �高　稲　枝璃菜 �最　上　　中学校 �山形 ����� � � 

6 �岡　本　雪　乃 �湯本第一　中学校 �福島 ����� � � 

7 �宮　崎　七　海 �鶴　田　　中学校 �青森 �∃ �］ �∃ � � � � 

8 �松　崎　　遥 �四　倉　　中学校 �福島 ����� � � 

9 �大　野　美　咲 �横手清陵学院　中学校 �秋田 ����� � � 

10 �佐藤　ル　ウ �三　川　　中学校 �山形 �∃ �］ �∃ � � � � 

11 �久　光　杏　佳 �しらかし台　中学校 �宮城 ����� � � 

12 �千　葉　ひとみ �北　上　　中学校 �岩手 ����� � � 
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（第4試合場）

（第3試合場）



女子個人戦　　　　70　kg級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選結果 ����勝穀 �負数 �順位 

1 �高　橋　唯　乃 �江　釣　子　中学校 �岩手 �∃ �］ �∃ � � � � 

2 �福　劾　優　子 �内　郷第一　中学校 �福島 ����� � � 

3 �佐藤　星麗七 �鶴　田　　中学絞 �青森 ����� � � 

4 �加　藤　さやか �協　和　　中学校 �秋田 �∃ �］ �∃ � � � 

5 �佐々木　あすか �佐　　沼　　中学校 �宮城 ���� � � 

6 �溝　口　　葵 �舟　形　　中学校 �山形 ���� � � 

7 �渡部　　望 �四　倉　　中学校 �福島 �∃ �］ �∃ � � � 

8 �高　山　琴　音 �明　　倫　　中学校 �山形 ���� � � 

9 �小　坂　理佳子 �八　戸　東　中学校 �青森 ���� � � 

10 �蕩　田　か　ほ �み　ど　り　台　中学校 �宮城 �∃ �］ �∃ � � � � 

11 �鳳　京　妃　那 �滝沢第二　中学授 �岩手 ����� � � 

12 �櫻　庭　ななみ �天　王　南　中学校 �秋田 ����� � � 

女子個人戦　　　　70kg超級

番号 �選手名 �学校名 �県名 �試合順・予選結果 ���勝教 �負数 �頗位 

1 �谷　地　　望 �雫　石　　中学校 �岩手 �∃ �］ �］ � � � 

2 �佐藤　現姫 �弘前第一　中学校 �青森 ���� � � 

3 �根　本　佑　実 �秋　大　附　中学校 �秋田 ���� � � 

4 �菊　池　百　音 �坂　下　　中学校 �福島 �∃ �］ �］ � � � � 

5 �長　谷　まりん �中　　野　　中学校 �宮城 ����� � � 

6 �中　鉢　葉　月 �三　川　　中学校 �山形 ����� � � 

7 �高　橋　樹紀香 �田　名　部　中学校 �青森 �∃ �］ �］ � � � � 

8 �二　坂　明日香 �真　室　川　中学校 �山形 ����� � � 

9 �大　場　万　弥 �本　荘　東　中学校 �秋田 ����� � � 

10 �梶　原　優　里 �条　繭　　中学校 �宮城 �∃ �］ �］ � � � � 

11 �関　端　愛　荊 �稽　　市　　中学校 �岩手 ����� � � 

12 �遠藤　　遥 �北　会　津　中学校 �福島 ����� � � 
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青　森　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦　）

＜男子団体戦＞
N0．1

学　校　名 ��五所川原市立五所川原第－ ��県名 �青森 

監　督　名 ��蝦　　　名　　　範　　　富 

コーチ名 ��藤　　　森　　　　周 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �桑　田　　亮　太 ��3 �初段 �50 � 

次鋒 �笠　井　　盛　龍 ��3 �初段 �55 � 

中堅 �鳴　海　拓　斗 ��3 �初段 �57 � 

副将 �藤　田　将　平 ��3 �初段 �60 � 

大将 �平　山　　才　稀 ��2 �無 �81 � 

補欠1 �封　馬　　佑 ��1 �無 �103 � 

補欠2 �長　内　　光　希 ��2 �無 �64 � 

補欠3 �勝　浦　飛　翔 ��2 �無 �50 � 

学　校　名 ��むつ市立田名部 ��県名 �青森 

監　督　名 ��市　　ノ　　渡　　　秀　　一 

コーチ名 ��中　　　　村　　　　桂 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �斎　藤　龍　河 ��3 �無 �56 � 

次鋒 �斎　藤　優　太 ��2 �無 �68 � 

中堅 �工　藤　市之介 ��3 �無 �81 � 

副将 �中　村　数　人 ��3 �無 �83 � 

大将 �阿　北　　祐　樹 ��3 �無 �81 � 

補欠1 �田　川　　　悠 ��3 �無 �58 � 

補欠2 �乳　井　大　輝 ��3 �無 �56 � 

補欠3 �畑　山　　拓　夢 ��2 �無 �46 � 

学　校　名 ��鶴田町立鶴田中学校 ��県名 �青森 

監　督　名 ��木　　　村　　　英　　　俊 

コーチ名 ��太　　　田　　　徹　　　郎 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �太　田　　朝　陽 ��2 �無 �59 � 

次鋒 �葛　西　　瞬 ��3 �初段＿ �60 � 

中堅 �寺　山　健太郎 ��2 �無 �64 � 

副将 �永　澤　柊　生 ��3 �初段 �76 � 

大将 �高　橋　寛　人 ��3 �初段 �86 � 

補欠1 �小笠原　　駿 ��2 �無 �63 � 

補欠2 �神　成　有　慧 ��2 �無 �76 � 

補欠3 �瓜　田　　翼 ��2 �無 �105 � 

学　校　名 ��つがる市立車力 ��県名 �青森 

監　督　名 ��秋　　刀　　　千　　明 

コーチ名 ��坂　　本　　　憂　　世 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �工　藤　大　和 ��2 �無 �54 � 

次鋒 �斎　藤　武　蔵 ��3 �初段 �65 � 

中堅 �佐々木　柊　寧 ��3 �初段 �66 � 

副将 �自　戸　　天　龍 ��3 �初段 �79 � 

大将 �小　寺　　奏 ��3 �初段 �89 � 

補欠1 �関　根　匠　理i ��3 �初段 �48 � 

補欠2 �坂　本　　陸 ��3 �無 �56 � 

補欠3 �松　橋　達　久 ��3 �初段 �54 � 

＜女子団体戦＞
N0．1

学　校　名 ��鶴田町立鶴田 ��県名 �青森 

監　督　名 ��木　　　村　　　英　　　俊 

コーチ名 ��太　　　田　　　徹　　　郎 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �渋　谷　　舞 ��3 �初段 �48 � 

中堅 �宮　崎　七　海 ��2 �無 �60 � 

大将 �佐　藤　星麗七 ��2 �無 �68 � 

補欠1 �工　藤　毯　矢 ��3 �初段 �44 � 

補欠2 �小野寺　真　由 ��3 �初段 �52 � 

学　校　名 ��五所lii原市立五所川原第一 ��県名 �青森 

監　督　名 ��蝦　　　名　　　範　　　富 

コーチ名 ��藤　　　　森　　　　周 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �川　村　真　凛 ��1 �無 �53 � 

中堅 �伊　藤　菜々花 ��2 �無 �57 � 

大将 �藤　田　　朋　葉 ��1 �無 �74 � 

補欠1 � �� � � � 

補欠2 � �� � � � 
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岩　手　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦）

＜男子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��久慈市立長内 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��伊　i藤　　　和　　雄 

コーチ名 ��松　　　　坂　　　　匡 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �伊　藤　義　隆 ��2 �無 �60 � 

次鋒 �清水川　龍　聖 ��3 �無 �63 � 

中堅 �岡　山　岳　人 ��2 �無 �66 � 

副将 �大　宮　秀　太 ��2 �無 �73 � 

大将 �韮　山　公　貴 ��2 �無 �78 � 

補欠1 �小屋畑　大　樹 ��2 �無 �51 � 

補欠2 �鹿　瀬　鉄　斗 ��1 �無 �56 � 

補欠3 �二　子　　陽　也 ��2 �無 �55 � 

学　校　名 ��花巻市立東和 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��小　　　　川　　　　拓 

コーチ名 ��島　　　野　　　敏　　　夫 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �小　原　俊　平 ��3 �無 �54 � 

次鋒 �小　田　　翔　大 ��1 �無 �57 � 

中堅 �小　原　創多朗 ��2 �無 �58 � 

副将 �相　田　　蓮 ��3 �無 �59 � 

大将 �大　坂　辰　吉 ��3 �無 �70 � 

補欠1 �和野内　朝　陽 ��3 �無 �41 � 

補欠2 �鎌　田　　優 ��2‾ �無 �57 � 

補欠3 �菊　池　風　希 ��2 �無 �50 � 

学　校　名 ��山田町立山田 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��小　　　岩　　　広　　　明 

コーチ名 ��織　　　笠　　　健　　　太 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �福　士　瑞　起 ��3 �無 �41 � 

次鋒 �小豆嶋　寿　知 ��3 �無 �60 � 

中堅 �福　士　嘉　惟 ��3 �無 �64 � 

副将 �堀　合　　壱 ��3 �無 �79 � 

大将 �木　下　慶　輔 ��2 �無 �87 � 

補欠1 �鎌　田　優　斗 ��3 �無 �67 � 

補欠2 �箱　石　　扉 ��1 �無 �53 � 

補欠3 � �� � � � 

学　校　名 ��久慈市立久慈 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��田　　　村　　　祥　　　徳 

コーチ名 ��佐　　　藤　　　歩　　　実 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �松　本　温　人 ��2 �無 �71 � 

次鋒 �中　野　康　太 ��2 �無 �78 � 

中堅 �坂　下　詩　音 ��2 �無 �84 � 

副将 �吉　田　有　杜 ��3 �無 �85 � 

大将 �小中居　秀　一 ��3 �無 �110 � 

補欠1 �勝　田　時　成 ��1 �無 �70 � 

補欠2 �岡　澤　祥太郎 ��1 �無 �55 � 

補欠3 �榎　木　悠　仁 ��1 �無 �43 � 

＜女子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��花巻市立大迫 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��鶴　　川　　　恒　　明 

コーチ名 ��伊　　藤　　　茂 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 � �� � � � 

中堅 �盛　内　案彩紀 ��2 �無 �51 � 

大将 �鈴　木　　胡　桃 ��2 �無 �62 � 

補欠1 � �� � � � 

補欠2 � �� � � � 

学　校　名 ��北上市立北上 ��県名 �岩手 

監　督　名 ��関　　　美　　保　　子 

コーチ名 ��千　　葉　　　智　　幸 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �鯖考 

先鋒 �平　野　しずく ��3 �初段 �44 � 

中堅 �千　葉　まなみ ��1 �無 �52 � 

大将 �千　葉　ひとみ ��3 �初段 �63 � 

補欠1 �阿　部　まゆみ ��2 �無 �57 � 

補欠2 � �� � � � 
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秋　田　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦）

＜男子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��秋田市立飯島 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��水　　　　沢　　　　忍 

コーチ名 ��木　　　村　　　正　　　俊 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �小　南　　光 ��3 �初段 �53 � 

次鋒 �徳　原　　龍　伸 ��3 �初段 �70 � 

中堅 �筒　井　惇　裕 ��2 �無 �79 � 

副将 �奈　良　嵩　太 ��3 �初段 �82 � 

大将 �森　合　凱　我 ��3 �初段 �112 � 

補欠1 �笹　川　陽二郎 ��3 �初段 �58 � 

補欠2 �吉　田　大　夢 ��3 �初段 �61 � 

補欠3 �奈　良　光　晴 ��3 �初段 �89 � 

学　校　名 ��潟上市立天王 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��佐　　　　藤　　　　明 

コーチ名 ��清　　　雅　　　幸 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �鎌　田　　樹 ��3 �初段 �57 � 

次鋒 �伊　藤　匠　海 ��3 �初段 �58 � 

中堅 �有　馬　　雄　生 ��2 �無 �59 � 

副将 �三　保　　扇 ��2 �無 �61 � 

大将 �櫻　庭　将　太 ��2 �無 �77 � 

補欠1 �川　口　　瞳　己 ��2 �無 �50 � 

補欠2 �菅　原　光　輝 ��1 �無 �81 � 

補欠3 �渡　部　智　偉 ��1 �無 �63 � 

学　校　名 ��大仙市立大曲 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��須　　　　田　　　　達 

コーチ名 ��伊　　　藤　　　　剛 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �加賀谷　翔　龍 ��3 �無 �54 � 

次鋒 �加賀谷　優　龍 ��2 �無 �56 � 

中堅 �石　戸　　大　聖 ��3 �無 �58 � 

副将 �渡　辺　　ヒ　ロ ��3 �無 �66 � 

大将 �高　橋　悠　束 ��3 �無 �82 � 

補欠1 �武　田　　俊　希 ��3 �無 �64 � 

補欠2 �近　江　　悠 ��3 �無 �55 � 

補欠3 �米　谷　勇　斗 ��3 �無 �57 � 

学　校　名 ��秋田市立勝平 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��筒　　　井　　　裕 

コーチ名 ��伽　　羅　　谷　　健　　一 

位置 �選　手　名 ��学年＿ �段位 �体重 �備考 

先鋒 �石　井　　耀 ��3 �無 �60 � 

次鋒 �戸　部　息　吹 ��3 �無 �63 � 

中堅 �高　橋　大　翔 ��3 �無 �68 � 

副将 �高　橋　大　智 ��3 �無 �74 � 

大将 �滝　口　優　宇 ��3 �無 �100 � 

補欠1 �池　田　　樹 ��3 �無 �91 � 

補欠2 �高　棉　碧　空 ��1 �無 �57 � 

補欠3 �小　西　俊　光 ��1 �無 �50 � 

＜女子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��潟上市立天王南 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��戸　　　田　　　尚　　　次 

コーチ名 ��渋　　谷　　　善　　　人 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �山　田　ひまわり ��3 �初段 �57 � 

中堅 �渋　谷　萌々音 ��2 �無 �62 � 

大将 �櫻　庭　ななみ ��3 �初段 �67 � 

補欠1 �遠　藤　奈　央 ��3 �初段 �57 � 

補欠2 � �� � � � 

学　校　名 ��秋田市立飯島 ��県名 �秋田 

監　督　名 ��水　　　　沢　　　　忍 

コーチ名 ��木　　　村　　　正　　　俊 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �加賀谷　未　来 ��3 �初段 �52 � 

中堅 �櫻　田　　香　織 ��3 �初　段 �53 � 

大将 �宮　本　みづき ��3 �初段 �58 � 

補欠1 �吉　田　さくら ��2、 �無 �44 � 

補欠2 � �� � � � 
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山　形　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦　）

＜男子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��村山市立楯岡 ��県名 �山形 

監　督　名 ��原　　田　　　隆　　幸 

コーチ名 ��吉　　　　田　　　　薫 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �阿　部　混　生 ��3 �初段 �55 � 

次鋒 �八　鍬　　圭 ��3 �初段 �57 � 

中堅 �芦　野　　匠 ��3 �初段 �67 � 

副将 �井　上　　大　輔 ��3 �初段 �83 � 

大将 �永　岡　　拓　翔 ��3 �初段 �110 � 

補欠1 �柿　崎　　拓 ��3 �初段 �63 � 

補欠2 �安　達　陸　来 ��2 �無 �84 � 

補欠3 �奥　山　　汐　瀬 ��2 �無 �68 � 

学校　名 ��山形市立蔵王第－ ��県名 �山形 

監　督　名 ��近　　野　　　　　　　成 

コーチ名 ��佐　　　藤　　　公　　　則 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �須　藤　雅　人 ��2 �無 �47 � 

次鋒 �栂　瀬　琉　衣 ��3 �初段 �54 � 

中堅 �栂　瀬　礼　治 ��3 �初段 �59 � 

副将 �栂　瀬　敬　登 ��3 �初段 �72 � 

大将 �山　川　　凌　平 ��3 �初段 �86 � 

補欠1 �吉　田　浩　杜 ��2 �無 �65 � 

補欠2 �森　　晴　輝 ��2 �無 �48 � 

補欠3 �工　藤　流　星 ��2 �無 �45 � 

学　校　名 ��南陽市立沖郷 ��県名 �山形 

監　督　名 ��川　　井　　健　　太　　郎 

コーチ名 ��菊　　地　　善　　由　　樹 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �高　橋　祐太郎 ��3 �初段 �60 � 

次鋒 �小　林　稀那也 ��3 �初段 �66 � 

中堅 �渋　谷　幸之介 ��2 �無 �70 � 

副将 �竹　田　隼　人 ��3 �初段 �89 � 

大将 �鈴　木　康　生 ��3 �初段 �100 � 

補欠1 �舟　山　裕　翔 ��3 �初段 �65 � 

補欠2 �小　関　崇　司 ��3 �無 �58 � 

補欠3 �高　橋　海　歩 ��1 �無 �56 � 

学　校　名 ��大石田町立大石田 ��県名 �山形 

監　督　名 ��青　　木　　　幸　　彦 

コーチ名 ��板　　垣　　　規　　雄 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �長　瀬　　将 ��2 �無 �48 � 

次鋒 �柴　崎　　光 ��3 �初段 �65 � 

中堅 �本　間　青　空 ��3 �初段 �73 � 

副将 �榎　本　主　音 ��3 �初段 �78 � 

大将 �横　山　拓　海 ��3 �初段 �83 � 

補欠1 �阿　部　宇　良 ��3 �初段 �66 � 

補欠2 �榎　本　　丞 ��3 �初段 �75 � 

補欠3 �高　橋　唯　人 ��2 �無 �52 � 

＜女子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��三川町立三川 ��県名 �山形 

監　督　名 ��阿　　部　　千　　佳　　子 

コーチ名 ��鈴　　　木　　　武　　　仁 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �菅　原　京　華 ��3 �初段 �51 � 

中堅 �佐　藤　　ル　ウ ��3 �初段 �62 � 

大将 �中　鉢　葉　月 ��‾　2 � �72 � 

補欠1 �佐久間　絵理華 ��3 �初段 �56 � 

補欠2 �佐　藤　咲　羽 ��1 � �66 � 

学　校　名 ��最上町立最上 ��県名 �山形 

監　督　名 ��高　　　橋　　　晋　　　也 

コーチ名 ��金　　　田　　　信　　　吾 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �佐　藤　真　実 ��3 �初段 �52 � 

中堅 �笠　原　妃奈乃 ��3 �無 �56 � 

大将 �高　橋　枝璃菜 ��3 �無 �62 � 

補欠1 �阿　部　優　香 ��3 �無 �52 � 

補欠2 � �� � � � 
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宮　城　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦）

＜男子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��栗原市立志波姫 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��鈴　　　木　　　孝　　　和 

コーチ名 ��清　　　里 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �佐　藤　海　斗 ��3 �初段 �50 � 

次鋒 �里　村　天　翼 ��3 �初段 �59 � 

中堅 �蜂　谷　優　輝 ��3 �初段 �62 � 

副将 �菅　原　大　空 ��3 �初段 �63 � 

大将 �徳　川　佳　汰 ��3 �初段 �75 � 

補欠1 �高　橋　達　也 ��3 �初段 �43 � 

補欠2 �狩　野　海　翔 ��3 �初段 �55 � 

補欠3 �皿　貝　　毒　輝 ��3 �初段 �78 � 

学　校　名 ��石巻市立住吉 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��君　　江　　　穂　　高 

コーチ名 �� 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �藤　林　　光 ��3 �初段 �45 � 

次鋒 �佐　藤　賢　明 ��2 �無 �52 � 

中堅 �日　野　晴　人 ��3 �初段 �57 � 

副将 �今　野　大　河 ��2 �無 �58 � 

大将 �後　藤　絢　斗 ��3 �初段 �88 � 

補欠1 �福　山　一　輝 ��2 �無 �62 � 

補欠2 �梶　原　望　生 ��1 �無 �47 � 

補欠3 �雫　石　　大　空 ��1 �無 �50 � 

学　校　名 ��角田市立角田 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��井　　　上　　　知　　　之 

コーチ名 ��牛　　　木　　　春　　　彦 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �牛　木　一　磨 ��3 �初段 �52 � 

次鋒 �牛　木　　聖　成 ��3 �初段 �54 � 

中堅 �伊　藤　広　稀 ��3 �初段 �54 � 

副将 �湯　原　万　葉 ��3 �初段 �62 � 

大将 �菅　原　幸　大 ��2 �無 �72 � 

補欠1 �牛　木　桐　生 ��3 �初段 �47 � 

補欠2 �加　藤　拓　斗 ��1 �無 �39 � 

補欠3 � �� � � � 

学　校　名 ��石巻市立渡波 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��高　　橋　　　弘　　敏 

コーチ名 �� 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �佐々木　渓　太 ��3 �初段 �59 � 

次鋒 �木　村　哲　也 ��3 �初段 �70 � 

中堅 �佐　藤　　組 ��3 �初段 �76 � 

副将 �日　下　兼太郎 ��3 �初段 �100 � 

大将 �腰　部　浩　太 ��3 �初段 �101 � 

補欠1 �森　　壮　汰 ��3 �初段 �64 � 

補欠2 �渡　蓮　演　也 ��3 �初段 �84 � 

補欠3 �本　田　便　乗 ��3 �初段 �54 � 

＜女子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��気仙沼市立条南 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��小　　　山　　　史　　織 

コーチ名 ��安　　野　　　賢 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �男　庸　　美　紅 ��1 �無 �46 � 

中堅 �男　庸　愛　美 ��3 �初段 �51 � 

大将 �梶　原　優　里 ��3 �初段 �72 � 

補欠1 �梶　原　楓　花 ��1 �無 �68 � 

補欠2 � �� � � � 

学　校　名 ��登米市立米山 ��県名 �宮城 

監　督　名 ��相　　澤　　　祐　　介 

コーチ名 ��高　　橋　　賢　　一　　郎 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �阿　部　彬　奈 ��2 �無 �49 � 

中堅 �加　藤　ほのか ��1 �無 �63 � 

大将 �千　葉　　梓 ��3 �初段 �75 � 

補欠1 �高　橋　春　香 ��1 �無 �49 � 

絹欠2 �千　葉　　悠 ��1 �無 �50 � 
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福　島　県　選　手　名　簿　（　団　体　戦）

＜男子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��会津坂下町立坂下 ��県名 �福島 

監　督　名 ��小　　　野　　　里　　　武 

コーチ名 ��猪　　股　　亜　　希　　子 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �手　塚　隆之介 ��3 �無 �77 � 

次鋒 �佐々木　海　翔 ��3 �無 �87 � 

中堅 �遠　藤　大　我 ��3 �無 �100 � 

副将 �板　橋　聖一郎 ��3 �無 �101 � 

大将 �杉　田　槙之介 ��2 �無 �105 � 

補欠1 �関　口　　稜 ��1 �無 �91 � 

補欠2 �仲野谷　海　生 ��2 �無 �57 � 

補欠3 �佐　藤　竜　宏 ��3 �無 �55 � 

学校　名 ��いわき市立四倉 ��県名 �福島 

監　督　名 ��小　　湊　　　仁 

コーチ名 �� 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �合　川　龍之介 ��2 �無 �57 � 

次鋒 �鈴　木　直　登 ��2 �初段 �70 � 

中堅 �渡　辺　航　平 ��1 �無 �70 � 

副将 �南　舘　海　斗 ��3 �初段 �75 � 

大将 �賀　澤　翻　海 ��3 �初段 �85 � 

補欠1 �鈴　木　龍　治 ��2 �無 �68 � 

補欠2 �賀　澤　夢　海 ��1 �無 �70 � 

補欠3 �猪　狩　秀　人 ��1 �無 �45 � 

学　校　名 ��いわき市立小名浜第－ ��県名 �福島 

監　督　名 ��渡　　　辺　　　　　浩 

コーチ名 ��桑　　野　　　欽　　　司 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �馬　上　　翼 ��3 �無 �65 � 

次鋒 �石　川　　直　人 ��3 �初段 �72 � 

中堅 �平　板　喜代次 ��3 �初段 �80 � 

副将 �猪　狩　海　斗 ��3 �初段 �80 � 

大将 �長　岡　　迅 ��3 �無 �85 � 

補欠1 �田　子　健　斗 ��2 �無 �49 � 

補欠2 �佐　藤　健　太 ��3 �無 �59 � 

補欠3 �高　橋　伴　欣 ��3 �無 �91 � 

学　校　名 ��郡山市立郡山第六 ��県名 �福島 

監　督　名 ��山　　　寺　　　　豊 

コーチ名 ��湯　　　田　　　　智 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �有　馬　雄　風 ��2 �無 �47 � 

次鋒 �日　蓮　翔　輝 ��3 �初段 �60 � 

中堅 �後　木　敬　亮 ��3 �無 �68 � 

副将 �佐　野　　由　尚 ��2 �初段 �71 � 

大将 �日　蓮　夢　叶 ��2 �無 �74 � 

補欠1 �平　石　高　翔 ��2 �無 �54 � 

補欠2 �柳　沼　昇　大 ��2 �無 �62 � 

補欠3 �泉　田　海　斗 ��2 �無 �78 � 

＜女子団体戦＞
NO．1

学　校　名 ��いわき市立四倉 ��県名 �福島 

監　督　名 ��小　　湊　＿　　仁 

コーチ名 �� 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �松　崎　　遥 ��3 �初段 �60 � 

中堅 �渡　部　　望 ��3 �初段 �66 � 

大将 �鈴　木　子　細 ��3 �初段 �69 � 

補欠1 � �� � � � 

補欠2 � �� � � � 

学　校　名 ��喜多方市立第三 ��県名 �福島 

監　督　名 ��大　　　内　　　裕　　　司 

コーチ名 ��山　　　口　　　浩 

位置 �選　手　名 ��学年 �段位 �体重 �備考 

先鋒 �泉　　綾　乃 ��2 �無 �52 � 

中堅 �大　堀　萌　絵 ��3 �無 �57 � 

大将 �遠　藤　くるみ ��2 �無 �58 � 

補欠1 � �� � � � 

補欠2 � �� � � � 
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青　森　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞
階　級 �選　　手　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �桑1日　　　亮　太 �五所川原市立五所川原第一　中　学校 �3 �初段 
渋　谷　　　　　魁 �青　　森　　山　　田　　　中　学　校 �3 �無 

相　馬　　　舜　大 �弘　前　市　立　第　一　　中　学　校 �2 �無 

荒　道　　　豊　樹 �八　戸　市　立　下　長　　中　学　校 �2 �無 

55kg級 �笠　井　　　盛　龍 �五所川原市立五所川原第一　中　学　校 �3 �初段 
工　藤　　　大　和 �つ　が　る　市　立　車　力　　中　学　校 �2 �無 

高　木　　　陽　斗 �藤　崎　町　立　明　徳　　中　学　校 �3 �初段 

大　船　　　瑞　季 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �2 �無 

60kg級 �藤　田　　　将　平 �五所川原市立五所川原第一　中　学　校 �3 �初段 
中　川　　　　　涼 �八　　戸　　市　　立　　鮫　　　中　学　校 �3 �無 

葛　西　　　　　瞬 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �3 �初段 

鳴　海　　　拓　斗 �五所川原市立五所川原第一　中　学　校 �3 �初段 

66kg級 �佐　藤　　　大　空 �弘　前　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 
中　村　　　雄　斗 �東　北　町　立　東　北　　中　学　校 �3 �無 

川　島　　　凌　希 �中　泊　町　立　中　里　　中　学　校 �3 �無 

斎　藤　　　武　蔵 �つ　が　る　市　立　車　力　　中　学　校 �3 �初段 

73kg級 �工　藤　　　優　斗 �青　　森　　山　　田　　　中　学　校 �3 �無 
亀　田　　慎　太　郎 �平　内　町　立　小　湊　　中　学　校 �2 �無 

澤　口　　　　　健 �八　　戸　　市　　立　　束　　　中　学　校 �2 �無 

鈴　木　　　琉　太 �八　戸　市　立　湊　　中　学校 �3 �無 

81kg級 �平　山　　　才　稀 �五所川原市立五所川原第一　中　学　校 �2 �無 
渋　谷　　　　　蓮 �青　　森　　山　　田　　　中　学　校 �2 �無 

嘉　瀬　　　直　樹 �大　鰐　町　立　大　鰐　　中　学　校 �3 �無 

工　藤　　市　之　介 �む　つ　市　立　田　名　部　　中　学　校 �3 �無 

90kg級 �高　橋　　　寛　人 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �3 �初段 
小　寺　　　　　奏 �つ　が　る　市　立　車　力　　中　学　校 �3 �初段 

中　村　　　海　晴 �三　戸　町　立　三　戸　　中　学　校 �2 �無 

中　村　　　数　人 �む　つ　市　立　田　名　部　　中　学　校 �3 �無 

90kg超級 �相　馬　　　勇　紀 �青　森　市　立　油　川　　中　学　校 �3 �無 
後　藤　　　凛　人 �黒　石　市　立　黒　石　　中　学　校 �3 �無 

下　村　　　湧　偉 �十　和　田　市　立　十　和　田　　中　学　校 �2 �無 

伊　藤　　　柊　芽 �八　　戸　　市　立　鮫　　　中　学　校 �3 �無 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �野　上　　請　来　奈 �申　泊　町　立　中　里　　中　学　校 �1 �無 
大　西　　　愛　花 �つ　が　る　市　立　車　力　　中　学校 �1 �無 

44kg級 �工　藤　　　毯　矢 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �3 �初段 
新　谷　　　遥　香 �三　沢　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �無 

48kg級 �渋　谷　　　　　舞 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �3 �初段 
今　　　　　楓　香 �中　泊　町　立　中　里　　中　学　校 �2 �無 

52kg級 �封　馬　　　み　な　み �弘　前　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 
沼　瑞　　相　有　刺 �三　沢　市　立　第　一　　中　学　校 �1 �無 

57kg級 �小　笠　原　　み　な　み �弘　前　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 
伊　藤　　　菜　々　花 �五所川原市立五所川原第一　中　学　校 �2 �無 

63kg級 �宮　崎　　　七　海 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �2 �無 
平　内　　　那　奈　美 �三　沢　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �無 

70kg級 �佐　藤　　星　麗　七 �鶴　田　町　立　鶴　田　　中　学　校 �2 �無 
小　坂　　　理　佳　子 �八　　戸　　市　　立　　東　　　中　学　校 �2 �無 

70kg超級 �高　橋　　樹　紀　香 �む　つ　市　立　田　名　部　　中　学　校 �2 �無 
佐　藤　　　堀　姫 �弘　前　市　立　第　一　　中　学　校 �2 �無 
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岩　手　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞
階　級 �選　　手　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �菊　池　　　太　陽 �宮　古　市　立　河　南　　中　学　校 �2 �無 
高　橋　　　　　陸 �北　上　市　立　江　釣　子　　中　学　校 �2 �無 

井　上　　　隆　司 �盛　岡　市　立　仙　北　　中　学校 �3 �初段 

菊　池　　　耕　陽 �花　巻　市　立　石　鳥　谷　　中　学　校 �3 �無 

55kg級 �内　舘　　　　駿 �宮　古　市　立　第　一　　中　学校 �2 �無 
鈴　木　　　新　之　助 �大　船　渡　市　立　大　船　渡　　中　学　校 �3 �無 

佐　藤　　　寛　哉 �花　巻　市　立　大　迫　　中　学　校 �3 �初　段 

米　沢　　　星　南 �北　上　市　立　江　釣　子　　中　学　校 �3 �無 

60kg級 �相　田　　　　　蓮 �花　巻　市　立　東　和　　中　学校 �3 �無 
佐　藤　　　航　人 �花　巻　市　立　石　鳥　谷　　中　学　校 �3 �無 

千　田　　　翔　太 �北　上　市　立　江　釣　子　　中　学校 �3 �無 

野　田　　　清　成 �大　船　渡　市　立　日　頃　市　　中　学　校 �3 �初　段 

66kg級 �藤　澤　　　冠　太 �盛　岡　市　立　大　宮　　中　学校 �3 �無 
小　豆　嶋　　　　宙 �釜　石　市　立　釜　石　　中　学　校 �3 �無 

安　脅　　　遼　太 �一　戸　町　立　一　戸　　中　学校 �3 �無 

岡　山　　　岳　人 �久　慈　市　立　長　内　　申　学　校 �2 �無 

73kg級 �大　宮　　　秀　太 �久　慈　市　立　長　内　　申　学　校 �2 �無 
菊　地　　　悠　斗 �奥　州　市　立　江　刺　第　一　　中　学　校 �1 �無 

大　坂　　　辰　吉 �花　巻　市　立　東　和　　中　学　校 �3 �無 

菊　池　　　星　輝 �奥　州　市　立　江　刺　第　一　　中　学校 �3 �無 

81kg級 �伊　藤　　　隆　哉 �花　巻　市　立　大　迫　　中　学　校 �3 �初段 
鳥　居　　　裕　成 �宮　古　市　立　宮　古　西　　中　学校 �2 �無 

佐　々　木　　　天　空 �奥　州　市　立　前　沢　　中　学　校 �3 �無 

堀　合　　　　　壱 �山　田　町　立　山　田　　中　学　校 �3 �無 

90kg級 �鳥　居　　　瑞　材 �宮　古　市　立　宮　古　西　　中　学　校 �3 �無 
吉　田　　　有　杜 �久　慈　市　立　久　慈　　中　学　校 �3 �無 

山　下　　　秋　野 �二　戸　市　立　福　岡　　中　学　校 �3 �無 

木　下　　　慶　輔 �山　田　町　立　山　田　　中　学　校 �2 �無 

90kg超級 �須　藤　　　　駿 �雫　石　町　立　雫　石　　中　学　校 �2 �無 
高　瀬　　　　凱 �盛　岡　市　立　厨　川　　中　学校 �3 �無 

小　中　居　　　秀　一 �久　慈　市　立　久　慈　　中　学　校 �3 �無 

岡　堀　　　朱　樹 �盛　岡　市　立　見　前　南　　中　学　校 �3 �無 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �佐　藤　　　暖　心 �久　慈　市　立　長　内　　中　学校 �1 �無 
錦　織　　　桃　佳 �大　船　渡　市　立　大　船　渡　中　学　校 �3 �無 

44kg級 �猿　舘　　　伊　吹 �盛　岡　市　立　大　宮　　中　学　校 �3 �無 
平　野　　　し　ず　く �北　上　市　立　北　上　　中　学　校 �3 �初段 

48kg級 �伊　藤　　江　梨　花 �陸　前　高　田　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �無 
島　野　　　紗　弥 �花　巻　市　立　東　和　　中　学　校 �3 �初段 

52kg級 �盛　内　　　案　彩　紀 �花　巻　市　立　大　追　　中　学校 �2 �無 
千　葉　　　ま　な　み �北　上　市　立　北　上　　中　学　校 �1 �無 

57kg級 �落　合　　　小　春 �盛　岡　市　立　大　宮　　中　学校 �3 �無 
岡　堀　　　朱　杏 �盛　岡　市　立　見　前　南　　中　学校 �2 �無 

63kg級 �千　葉　　　ひ　と　み �北　上　市　立　北　上　　中　学　校 �3 �初段 
鈴　木　　　胡　桃 �花　巻　市　立　大　迫　　中　学　校 �2 �無 

70kg級 �高　橋　　　唯　乃 �北　上　市　立　江　釣　子　　中　学校 �3 �無 
鳳　京　　　妃　那 �滝　沢　市　立　滝　沢　第　二　　中　学校 �3 �無 

70kg超級 �谷　地　　　　　望 �雫　石　町　立　雫　石　　中　学　校 �2 �無 
関　端　　　愛　荊 �洋　野　町　立　種　市　　中　学　校 �3 �無 

ー39－



秋　田　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞

階　級 �選　　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �川　口　　　睦　己 �潟　上　市　立　天　王　　中　学校 �2 �無 
三　浦　　宏　太　郎 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学　校 �2 �無 

鎌　田　　　勝　太 �男　鹿　市　立　男　鹿　北　　中　学校 �3 �無 

佐　藤　　　　翔 �男　鹿　市　立　男　鹿　束　　中　学校 �2 �無 

55kg級 �加　賀　谷　　　翔　龍 �大　仙　市　立　大　曲　　中　学　校 �3 �無 
後　藤　　　瑞　穂 �仙　北　市　立　角　館　　中　学校 �3 �無 

坂　本　　　優　大 �に　か　ほ　市　立　仁　賀　保　　中　学　校 �1 �無 

佐　藤　　　楓　真 �羽　後　町　立　羽　後　　中　学　校 �3 �初段 

60kg級 �有　馬　　　放　生 �潟　上　市　立　天　王　　中　学　校 �2 �無 
石　井　　　　　耀 �秋　田　市　立　勝　平　　中　学　校 �3 �無 

石　戸　　　大　聖 �大　仙　市　立　大　曲　　中　学校 �3 �無 

澤　田　　　旺　芽 �男　鹿　市　立　男　鹿　束　　中　学校 �3 �初段 

66kg級 �籾　山　　　航　大 �秋　田　市　立　御　野　場　　中　学校 �3 �無 
佐　々　木　　貴　将 �五城　目　町立五城　目　第一　中　学　校 �3 �初段 

猪　同　　　和　真 �羽　後　町　立　羽　後　　中　学　校 �2 �無 

米　屋　　　翔　太 �男　鹿　市　立　男　鹿　束　　中　学校 �3 �初段 

73kg級 �籾　山　　　勇　大 �秋　田　市　立　御　野　場　　中　学　校 �3 �無 
高　橋　　　大　綱 �秋　田　市　立　勝　平　　中　学校 �3 �無 

細　谷　　　航　大 �由　利　本　荘　市　立　本　荘　北　中　学校 �2 �無 

徳　原　　　龍　伸 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学校 �3 �初段 

81kg級 �濱　野　　　　峻 �秋　田　市　立　土　崎　　中　学校 �3 �初段 
櫻　庭　　　将　太 �潟　上　市　立　天　王　　中　学　校 �2 �無 

二　階　堂　　裕　斗 �秋田大学教育文化学部附属　中　学　校 �3 �初段 

船　橋　　　健　輔 �男　鹿　市　立　男　鹿　東　　中　学校 �3 �初段 

90kg級 �斉　藤　　　蘭　丸 �由　利　本　荘　市　立　本　荘　北　中　学校 �3 �無 
奈　良　　　嵩　太 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学　校 �3 �初段 

高　橋　　　怜　夢 �能　代　市　立　二　ツ　井　　中　学校 �3 �無 

新　堀　　　淳　也 �男　鹿　市　立　男　鹿　東　　中　学校 �3 �初段 

90kg超級 �森　合　　　凱　我 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学校 �3 �初段 
金　　　　　勇　斗 �北　秋　田　市　立　森　吉　　中　学校 �3 �初段 

藤　原　　　拓　斗 �秋田　県湯沢市立湯沢南　中　学　校 �2 �無 

田　口　　　勇　輝 �秋　田　市　立　城　南　　中　学校 �3 �初段 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　手　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �松　本　　　輪　業 �大　仙　市　立　大　曲　　中　学校 �1 �無 
武　田　　　　　和 �羽　後　町　立　高　瀬　　中　学校 �1 �無 

44kg級 �吉　田　　　さ　く　ら �秋　田　市　立　飯　島　　中　学校 �2、 �無 
安　田　　　荊　桜 �秋　田　市　立　秋　田　北　　中　学校 �3 �初段 

48kg級 �新　田　　　怜　美 �大　仙　市　立　仙　北　　中　学校 �3 �無 
加　藤　　　美　乃 �秋　田　市　立　土　崎　　中　学校 �3 �初段 

52kg級 �加　賀　谷　　　未　来 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学　校 �3 �初段 
櫻　田　　　香　織 �秋　田　市　立　飯　島　　中　学校 �3 �初段 

57kg級 �山　田　　ひまわり �潟　上　市　立　天　王　南　　中　学　校 �3 �初段 
遠　藤　　　奈　央 �潟　上　市　立　天　王　南　　中　学校 �3 �初段 

63kg級 �渋　谷　　萌　々　音 �潟　上　市　立　天　王　南　　中　学校 �2 �無 
大　野　　　実　咲 �横　手　清　陵　学　院　　中　学校 �3 �無 

70kg級 �櫻　庭　　　な　な　み �潟　上　市　立　天　王　南　　中　学校 �3 �初段 
加　藤　　　さ　や　か �大　仙　市　立　協　和　　中　学校 �3 �無 

70kg超級 �根　本　　　佑　実 �秋田大学教育文化学部附属　中　学　校 �3 �初段 
大　場　　　万　弥 �由　利　本　荘　市　立　本　荘　束　中　学校 �1 �無 
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山　形　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞
階　級 �選　　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �加　藤　　　皐　輝 �山　形　市　立　第　八　　中　学校 �2 �無 
長　瀬　　　　将 �大　石　田　町　立　大　石　田　　中　学　校 �2 �無 

八　鍬　　　　哲 �村　山　市　立　楯　岡　　中　学　校 �2 �無 

佐　藤　　　海　翻 �鶴　岡　市　立　温　海　　中　学校 �3 �無 

55kg級 �桃　吉　　　光　矢 �天　童　市　立　第　二　　中　学　校 �2 �無 
神　尾　　　北　斗 �山　形　市　立　第　三　　中　学　校 �2 �無 

栂　瀬　　　琉　衣 �山　形　市　立　蔵　王　第　一　　中　学校 �3 �初段 

阿　部　　　混　生 �村　山　市　立　楯　岡　　中　学校 �3 �初段 

60kg級 �佐　藤　　凛　太　郎 �鶴　岡　市　立　鶴　岡　第　三　　中　学校 �3 �初段 
中　川　　　勇　斗 �山　辺　町　立　山　辺　　中　学　校 �3 �初段 

高　橋　　　怜　央 �最　上　町　立　最　上　　中　学　校 �3 �初段 

武　田　　　彪　冴 �東　根　市　立　神　町　　中　学　校 �2 �無 

66kg級 �遠　藤　　　　楓 �川　西　町　立　川　西　　中　学　校 �3 �初段 
叶　　　　知　紘 �山　形　市　立　第　三　　中　学校 �2 �無 

辻i　　蝋　斗 �庄　内　町　立　立　川　　中　学　校 �3 �初段 

秋　保　　　丞　志 �戸　沢　村　立　戸　沢　　中　学　校 �2 �無 

73kg級 �栂　瀬　　　敏　登 �山　形　市　立　蔵　王　第　一　　中　学　校 �3 �初段 
芦　野一　　　　匠 �村　山　市　立　楯　岡　　中　学　校 �3 �初段 

五　十　嵐　　動　太 �鶴　岡　市　立　櫛　引　　中　学　校 �2 �初段 

荒　井　　　健　友 �山　形　市　立　第　十　　中　学校 �2 �無 

81kg級 �遠　藤　　　絢　斗 �東　根　市　立　第　一　　中　学　校 �2 �無 
lii　田　　　健　太 �山　形　市　立　第　八　　中　学校 �3 �初段 

榎　本　　　重　富 �大　石　田　町　立　大　石　田　　中　学校 �3 �初段 

佐　藤　　　琢　磨 �上　　山　　市　立　　南　　　中　学　校 �3 �初段 

90kg級 �井　上　　　大　輔 �村　山　市　立　楯　岡　　中　学校 �3 �初段 
細　矢　　　部　央 �天　童　市　立　第　二　　中　学　校 �3 �初段 

荒　川　　　勇　人 �鮭　川　村　立　鮭　川　　中　学校 �3 �初段 

竹　田　　　隼　人 �南　陽　市　立　沖　郷　　中　学校 �3 �初段 

90kg超級 �永　岡　　　拓　翻 �村　山　市　立　楯　岡　　中　学校 �3 �初段 
木　幡　　　　　蓮 �山　形　市　立　第　四　　中　学校 �2 �初段 

鈴　木　　　雄　大 �米　沢　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 

荒　木　　　稔　書 �庄　内　町　立　立　川　　中　学　校 �3 �無 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �後　藤　　　唯　花 �山　形　市　立　山　寺　　中　学校 �3 �初段 
大　内　　　来　愛 �山　形　市　立　第　七　　中　学校 �2 �無 

44kg級 �安　部　　　亜　紀 �小　国　町　立　小　国　　中　学　校 �3 �初段 
朽　木　　　　　叶 �朝　日　町　立　朝　日　　中　学校 �2 �無 

48kg級 �寒　河　江　　玲　奈 �川　西　町　立　川　西　　中　学　校 �3 �初段 
猪　野　　　由　衣 �高　畠　町　立　第　一　　中　学校 �3 �初段 

52kg級 �菅　原　　　思　苧 �三　川　町　立　三　川　　中　学　校 �3 �初段 
斎　藤　　あ　ゆ　か �川　西　町　立　川　西　　中　学　校 �3 �初段 

57kg級 �竹　田　　　室　夏 �山　形　市　立　第　十　　中　学　校 �3 �初段 
佐　久　間　　絵　理　華 �三　川　町　立　三　川　　中　学　校 �3 �初　段 

63kg級 �佐　藤　　　ル　ウ �三　III　町　立　三　川　　中　学校 �3 �初段 
高　橋　　枝　璃　菜 �最　上　町　立　最　上　　中　学　校 �3 �無 

70kg級 �溝　口　　　　葵 �舟　形　町　立　舟　形　　中　学校 �1 �無 

高　山　　　琴　音 �新　庄　市　立　明　倫　　中　学校 �3 �初段 

70kg超級 �中　鉢　　　葉　月 �三　III　町　立　三　川　　中　学校 �2 �無 
ニ　坂　　　明　日　香 �真　室　川　町　立　真　室　川　　中　学校 �3 �初段 
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宮　城　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞
階　級 �選　　手　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �鈴　木　　　壱　世 �仙　台　市　立　五　橋　　中　学　校 �3 �初段 
木　村　　健　太　郎 �仙　台　市　立　広　瀬　　中　学　校 �3 �初段 

加　藤　　　大　志 �大　崎　市　立　古　川　北　　中　学　校 �2 �無 

藤　林　　　　　光 �石　巻　市　立　住　吉　　中　学　校 �3 �初段 

55kg級 �佐　々　木　　康　晴 �大　崎　市　立　古　川　北　　中　学　校 �2 �無 
阿　部　　　弘　仁 �石　巻　市　立　山　下　　中　学　校 �3 �初段 

三　浦　　　大　希 �仙　台　市　立　広　瀬　　中　学　校 �3 �初　段 

狩　野　　　海　翔 �栗　原　市　立　志　波　姫　　中　学　校 �3 �初段 

60kg級 �大　槻　　　優　斗 �石　巻　市　立　湊　　中　学　校 �3 �無 
佐　藤　　　友　飛 �名　取　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 

里　村　　　天　翼 �栗　原　市　立　志　波　姫　　中　学　校 �3 �初段 

伊　藤　　　広　橋 �角　田　市　立　角　田　　中　学　校 �3 �初段 

66kg級 �蜂　谷　　　優　輝 �栗　原　市　立　志　波　姫　　中　学　校 �3 �初段 
今　野　　　剛　龍 �大　河　原　町　立　大　河　原　　中　学　校 �3 �初段 

堀　内　　　大　誠 �登　米　市　立　中　田　　中　学　校 �3 �初段 

大　立　目　　陸　人 �登　米　市　立　米　山　　中　学　校 �3 �初段 

73kg級 �菅　原　　　事　大 �角　田　市　立　角　田　　中　学　校 �2 �無 
渡　邁　　　稔　之 �大　郷　町　立　大　郷　　中　学　校 �2 �無 

木　村　　　哲　也 �宮　城　県　石　巻　市　立　渡　波　中　学　校 �3 �初　段 

蜂　谷　　　雄　大 �石　巻　市　立　万　石　浦　　中　学校 �2 �無 

81kg級 �鈴　木　　　貰　博 �仙　台　市　立　高　砂　　中　学　校 �3 �初段 
徳　川　　　佳　汰 �栗　原　市　立　志　波　姫　　中　学　校 �3 �初段 

下　山　　　謙　信 �登　米　市　立　米　山　　中　学　校 �2 �無 

岩　佐　　　悠　太 �仙　台　市　立　中　野　　中　学　校 �3 �初段 

90kg級 �後　藤　　　蝿　斗 �石　巻　市　立　住　吉　　中　学　校 �3 �初段 
高　橋　　龍　之　丞 �登　米　市　立　米　山　　中　学　校 �3 �初段 

阿　部　　　　　蓮 �南　三　陸　町　立　志　津　川　　中　学　校 �3 �初段 

千　葉　　　康　祐 �多　賀　城　市　立　多　賀　城　　中　学　校 �3 �初段 

90kg超級 �瀬　戸　　　裕　貴 �塩　竃　市　立　第　一　　中　学　校 �3 �初段 
荻　原　　　康　平 �山　元　町　立　山　下　　中　学　校 �3 �初段 

大　川　　　雄　紀 �石　巻　市　立　蛇　田　　中　学　校 �3 �無 

日　下　　　菜　太　郎 �宮　城　県　石　巻　市　立　渡　波　中　学　校 �3 �初段 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　手　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �狩　野　　　愛　葦 �栗　原　市　立　志　波　姫　　中　学　校 �1 �無 

升　野　　　朱　那 �宮　城　県　石　巻　市　立　渡　波　中　学　校 �3 �初段 

44kg級 �千　葉　　　美　月 �石　　巻　　市　　立　　湊　　　中　学　校 �2 �無 

斎　藤　　　桃　花 �角　田　市　立　角　田　　中　学　校 �2 �無 

48kg級 �小　幡　　　恵　里 �富　谷　町　立　日　吉　台　　中　学　校 �2 �初段 
辰　野　　　有　紗 �東　松　島　市　立　矢　本　第　二　中　学　校 �2 �無 

52kg級 �菅　原　　　　　凛 �富　谷　町　立　日　吉　台　　中　学　校 �2 �無 
丹　野　　　桃　世 �美　里　町　立　小　牛　田　　中　学　校 �2 �無 

57kg級 �菊　地　　　陽　真 �岩　沼　市　立　玉　浦　　中　学　校 �2 �無 
高　橋　　　美　奈 �仙　台　市　立　将　監　　中　学　校 �3 �初段 

63kg級 �佐　藤　　沙　真　亜 �大　崎　市　立　古　川　　中　学　校 �3 �初段 
久　光　　　香　住 �利　府　町　立　し　ら　か　し　台　　中　学　校 �3 �初段 

70kg級 �湯　田　　　か　ほ �名　取　市　立　み　ど　り　台　　中　学　校 �2 �無 
佐　々　木　　あ　す　か �登　米　市　立　佐　沼　　中　学　校 �1 �無 

70kg超級 �梶　原　　　優　里 �気　仙　沼　市　立　条　南　　中　学　校 �3 �初段 
長　谷　　　ま　り　ん �仙　台　市　立　中　野　　中　学　校 �3 �無 
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福　島　県　選　手　名　簿　（個　人　戦）

＜男子個人戦＞
階　級 �選　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

50kg級 �有　馬　　　雄　風 �郡　山　市　立　郡　山　第　六　　中　学校 �2 �無 
西　間　木　　　隠　士 �郡　山　市　立　行　健　　中　学　校 �3 �初段 

望　月　　　誠　志　朗 �郡　山　市　立　安　積　　中　学校 �2 �無 

蔵　日　　　　　経 �郡　山　市　立　郡　山　第　一　　中　学　校 �2 �無 

55kg級 �五　十　嵐　　翔　太 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �3 �初段 
大　越　　　裕　貴 �郡　山　市　立　行　健　　中　学　校 �2 �無 

岩　野　　　響　太 �郡　山　市　立　行　健　　中　学　校 �3 �初　段 

佐　藤　　　航　大 �相　馬　市　立　中　村　第　二　　中　学校 �3 �初段 

60kg級 �日　蓮　　　翻　輝 �郡　山　市　立　郡　山　第　六　　中　学　校 �3 �初段 
岸　波　　　拓　真 �い　わ　き　市　立　勿　来　第　一　中　学　校 �3 �無 

剣　持　　　京　太 �い　わ　き　市　立　平　第　一　　中　学　校 �2 �無 

藤　田　　　成　央 �郡　山　市　立　郡　山　第　一　　中　学　校 �3 �初段 

66kg級 �鈴　木　　　遥　己 �石　川　町　立　石　川　中　学　校　中　学　校 �3 �初段 
二　瓶　　　　　倫 �小　野　町　立　小　野　　中　学　校 �3 �初段 

酒　井　　　清　爽 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �2 �無 

佐　藤　　　響　介 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �2 �無 

73kg級 �鈴　木　　　直　登 �い　わ　き　市　立　四　倉　　中　学　校 �2 �初段 
鈴　木　　　俊　哉 �石　川　町　立　石　川　中　学　校　中　学　校 �3 �初段 

佐　野　　　由　尚 �郡　山　市　立　郡　山　第　六　　中　学　校 �2 �初段 

石　川　　　直　人 �いわき市立小名浜第一　中　学校 �3 �初段 

81kg級 �日　蓮　　　夢　叶 �郡　山　市　立　郡　山　第　六　　中　学　校 �2 �無 
手　塚　　　隆　之　介 �会　津　坂　下　町　立　坂　下　　中　学　校 �3 �無 

高　橋　　　涼　真 �桑　折　町　立　醸　芳　　中　学　校 �3 �初段 

寺　島　　　麗　也 �新　地　町　立　尚　美　　中　学　校 �3 �初段 

90kg級 �賀　澤　　　翔　海 �い　わ　き　市　立　四　倉　　中　学　校 �3 �初段 
阿　部　　　　裕 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �3 �初段 

瀬　谷　　　将　城 �石　川　町　立　石　川　中　学　校　中　学　校 �3 �初段 

佐　々　木　　　海　翔 �会　津　坂　下　町　立　坂　下　　中　学　校 �3 �無 

90kg超級 �菅　原　　　明　大 �いわき市立小名浜第二　中　学校 �3 �初段 
遠　藤　　　大　我 �会　津　坂　下　町　立　坂　下　　中　学校 �3 �無 

杉　田　　　槙　之　介 �会　津　坂　下　町　立　坂　下　　中　学　校 �2 �無 

村　田　　　雅　弥 �い　わ　き　市　立　好　間　　中　学　校 �3 �初段 

＜女子個人戦＞
階　級 �選　　手　　　名 �学　　　　　校　　　　　名 �学年 �段位 

40kg級 �平　子　　　優　希 �い　わ　き　市　立　平　第　一　　中　学校 �2 �無 
斎　藤　　　来　夢 �白　河　市　立　白　河　第　二　　中　学　校 �2 �無 

44kg級 �高　野　　　美　久 �福　島　市　立　清　水　　中　学　校 �3 �初段 
大　内　　　詩　音 �南　会　津　町　立　田　島　　中　学　校 �3 �無 

48kg級 �野　内　　　杏　倫 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �3 �初　段 
古　III　　鈴　音 �郡　山　市　立　安　積　　中　学　校 �3 �無 

52kg級 �柳　原　　　海　羽 �須　賀　川　市　立　第　三　　中　学　校 �3 �初段 
泉　　　　綾　乃 �喜　多　方　市　立　第　三　　中　学校 �2 �無 

57kg級 �大　堀　　　萌　絵 �喜　多　方　市　立　第　三　　中　学　校 �3 �無 
高　森　　　　　唯 �郡　山　市　立　安　積　　中　学　校 �3 �初段 

63kg級 �岡　本　　　雪　乃 �い　わ　き　市　立　湯　本　第　一　中　学　校 �2 �無 
松　崎　　　　　遥 �い　わ　き　市　立　四　倉　　中　学　校 �3 �初段 

70kg級 �渡　部　　　　望 �い　わ　き　市　立　四　倉　　中　学校 �3 �初段 
福　羽　　　優　子 �い　わ　き　市　立　内　郷　第　一　中　学　校 �3 �初段 

70kg超級 �遠　藤　　　　遥 �会　津　若　松　市　立　北　会　津　中　学校 �3 �無 
菊　池　　　百　音 �会　津　坂　下　町　立　坂　下　　中　学　校 �2 �無 
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