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八木 太一 福島大 3

廣瀬 賢人 東北学院大 4

小原 浩平 宮城教育大 1

畑江 昭太 東北大 2

黒須 海杜 日大工 7

大沼 源起 東北工大 5

遠藤 魁人 仙台大 6

宮野 丘基 山形大 10

中村 勇汰 岩手大 11

今野 零 東北福祉大 8

及川 隼 東北学院大 9

吉田 開 北里大 13

成田 晃 青森大 14

菊地 尚哉 弘前大 12

嘉陽 安尚 山形大 17

黒澤 剛 東北学院大 18

川瀬 親 秋田大 15

山崎 岳 東北大 16

吉田 悠人 弘前大 20

蒔苗 純 秋田大 21

中田 悠飛 仙台大 19

赤坂 俊来 東北大 24

鈴木 貴臣 東北福祉大 25

関 泰作 東北学院大 22

佐藤 皓一 青森大 23

後藤 颯 山形大 28

村上 高泉 東北学院大 29

馬場 遥己 福島大 26

森田 樹 仙台大 27

大場 洵 青森大 32

三村 俊介 東北大 33

千葉 琢史 東北大 30

久米 翔弥 秋田大 31

柿崎 直人 山形大 36

佐藤 慎司 東北文教大 37

柏木 裕麻 仙台大 34

大久保 綾斗 富士大 35

山野 彰治 石巻専修大 40

井原 大介 日大工 41

千葉 悠貴 東文大 38

鈴木 秀幸 東北学院大 39

44 千代谷 優生 弘前大

45 三原 大和 東北学院大

42 西田 泰河 青森大

43 村上 洪 東北大

48 福川 哲平 東北大

49 相原 太一 東北工大

46 佐藤　碩斗 仙台大

47 西名 優 秋田大

51 斉藤 理駆 福島大

52 槻舘 龍 富士大

50 久道 匠 東北学院大

55 生田 慎二 秋田大

56 三上 伶志 日大工

53 志賀 誠弘 東北学院大

54 太田 亮 山形大

59 齋藤 和哉 東北大

60 小室 祐貴 東北学院大

57 丹生 匡 東北大

58 吉田 拓希 弘前大

63 藪内 崇彰 山形大

64 前野 陽希 福島大

61 石川 康平 東北福祉大

62 及川 幸翼 仙台大

67 佐藤 千尋 富士大

68 大浦 一真 仙台大

65 門脇 恒太 東文大

66 井田 光哉 東北学院大

71 佐藤 史弥 東北大

72 山尾 宗平 東北福祉大

69 山﨑 颯太 岩手大

70 芦田 雄汰朗 弘前大

75 佐々木 一朗 東北学院大

73 松井 奏太 石巻専修大

74 川村 尚矢 仙台大

77 佐藤 哲也 東北福祉大

76 近藤 侃 秋田大

82 佐藤 伶皇 東北学院大

村山 信二 岩手大 83

石川 貴大 東北学院大 84

渡部 太基

80 藤原 爽志 宮城教育大

81 前川原 陸 青森大

78 熊田 慎吾 日大工

79 柴山 泰弘 東北大

甲斐　元揮 仙台大 88

山田 洋平 東北大 89

山形大 85

稲村 太誠 福島大 86

池崎 祐介 弘前大 87

金濱 龍聖 石巻専修大 92

吉田 充 日大工 93

井上 悟瑠 東北学院大 90

阿部 峻大 青森大 91

照井 直樹 東北福祉大 96

三上 正弥 青森大 97

八百板 滉大 仙台大 94

目黒 卓人 弘前大 95

藤村 賢 東北学院大 100

斎藤 泰知 東北大 101

帷子 拓郎 東北学院大 98

塩谷 拓海 山形大 99

堀内 拓磨 青森大 103

川俣 倫太郎 東北学院大 104

鈴木 凜太郎 秋田大 102

城澤 佑太 東北大 107

柿崎 大志 弘前大 108

半沢 良太 東北工大 105

千葉 真聡 仙台大 106

龍崎 史弥 山形大 111

芳賀 俊彦 東北福祉大 112

高橋 慶次 東北学院大 109

山本 泰樹 東北大 110

124 茂木 智哉 東北福祉大

125 赤石 大翔 岩手大

126

鈴木 友紀 仙台大 121

遠藤 光 福島大 119

石井 拓人 東北大 120

岸上 哲也 秋田大 117

嘉藤 大也 東北大 118

比嘉 修己 日大工

寺田 宗 宮城教育大

127 宮本 数機 青森大

128 中嶋 康有 富士大

齋藤 翼 富士大 123

菅野 太平 宮城教育大 122

115

高橋 翔哉 弘前大 116

熊谷 周作 山形大 113

佐藤 凌平 東北学院大 114

131 茂木 敬哉 秋田大

132 大城 昭太 仙台大

129 作田 京太郎 東北学院大

130 高橋 駿介 東文大

135 髙橋 綾介 石巻専修大

136 小林 裕太郎 秋田大

133 永倉 俊明 東北大

134 石井 知徳 東北文教大

139 小関 恭文 日大工

140 大久保 憧 仙台大

137 木村 俊 東北大

138 岩井 豊 弘前大

143 栁沢 大貴 福島大

144 逸見 和永 山形大

141 佐々木 大志 東北学院大

142 渋谷 綾磨 東北工大

147 會田 優雅 富士大

148 金 信太郎 東北福祉大

145 高橋 雅人 仙台大

146 平野 悠紀 東北大

151 北山 優哉 東北学院大

149 宮澤 佑彌 福島大

150 菅野 澪 山形大

152 細堀 浩司 東北大

153 新田 樹 青森大

162 佐藤 崚平 青森大

159 會田 謙剛 日大工

160 佐藤 亘 東北学院大

第66回東北学生剣道選手権大会　結果

今野 零 東北福祉大

岸上 哲也

今
野
 

零

161 熊谷 知哉 仙台大

157 高山 志啓 秋田大

158 渡邉 武 東北福祉大

155 木村 杜倫 東北大

156 南雲 悠佑 東北工大

154 中山 稔己 弘前大

第3位

岸上 哲也

志賀 誠弘

佐藤 亘

秋田大学準優勝

秋田大

今野 零決勝

優勝 今野 零 東北福祉大学

第66回全日本学生剣道選手権大会出場者

大久保 憧

第13位

第5位

第9位

馬場 遥己

三上 正弥

井田 光哉

作田 京太郎

鈴木 秀幸

甲斐 元揮

佐々木 一朗

平野 悠紀

村上 洪

東北学院大学

仙台大学

東北学院大学

東北大学

東北大学

仙台大学

東北学院大学

東北学院大学

福島大学

青森大学

東北学院大学

東北学院大学


