
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）

1 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）

2 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）

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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）

19 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

20 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

21 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

22 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

23 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

24 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

6

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 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）

32 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

33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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
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44 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）

45 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

46 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

47 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

48 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

49 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

50 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

51 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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 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

57 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）

58 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

59 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

60 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

61 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

62 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

63 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

64 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

65 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

66 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

67 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

68 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

69 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

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

70 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

71 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

72 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

73 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

74 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

75 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


