
都道府県 立順 団体名 都道府県 立順 団体名

大　分 1 大分市弓道クラブ 千　葉 1 松戸市立第六中学校

千　葉 2 松戸市立栗ヶ沢中学校 静　岡 2 島田市立金谷中学校

石　川 3 羽咋市立羽咋中学校 福　島 3 福島県立会津学鳳中学校

神奈川 4 公文国際学園中等部 徳　島 4 鳴門市第二中学校

北海道 5 苫小牧中学校選抜 長　野 5 長野日本大学中学校

長　崎 6 海星中学校 奈　良 6 橿原市立橿原中学校

山　口 7 山陽小野田市立厚狭中学校 栃　木 7 栃木市立大平中学校

岡　山 8 里庄町立里庄中学校 佐　賀 8 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校

鹿児島 9 出水市立米ノ津中学校 兵　庫 9 甲南女子中学校

福　井 10 学校法人北陸学園北陸中学校 茨　城 10 清真学園中学校

東　京 11 慶應義塾中等部 岡　山 11 里庄町立里庄中学校

徳　島 12 板野町板野中学校 大　分 12 大分市弓道クラブ

栃　木 13 宇都宮市立清原中学校 東　京 13 文化学園大学杉並中学校

栃　木 14 宇都宮市立鬼怒中学校 富　山 14 立山町立雄山中学校

長　野 15 長野日本大学中学校 京　都 15 京都府立洛北高等学校附属中学校

富　山 16 高岡市立伏木中学校 岩　手 16 いわて弓道Ｊｒ．

大　阪 17 浪速中学校 熊　本 17 山鹿市立山鹿中学校

京　都 18 ヴィアトール学園洛星中学校 福　岡 18 筑前町立三輪中学校

宮　崎 19 西都市立妻中学校 愛　媛 19 日陽館

埼　玉 20 秩父市立秩父第一中学校 広　島 20 広島県立広島中学校

佐　賀 21 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 山　口 21 山口県立下関中等教育学校

鳥　取 22 鳥取市立西中学校 岐　阜 22 岐阜県選抜

北海道 23 網走市立第三中学校 東　京 23 慶應義塾中等部

静　岡 24 川根本町立中川根中学校 宮　崎 24 都城市立祝吉中学校

東　京 25 城北学園城北中学校 鳥　取 25 鳥取市立東中学校

愛　知 26 豊田市立末野原中学校 徳　島 26 板野町板野中学校

山　形 27 山形県立東桜学館中学校 群　馬 27 群馬少年弓道クラブ

高　知 28 土佐中学校 北海道 28 網走市立第三中学校

愛　媛 29 日陽館 新　潟 29 新津弓道連盟

岐　阜 30 垂井町立不破中学校 鹿児島 30 鹿児島市立皇徳寺中学校

熊　本 31 熊本県立宇城市立小川中学校Ａ 石　川 31 中能登町立中能登中学校

兵　庫 32 報徳学園中学校 三　重 32 四日市メリノール学院中学校

山　梨 33 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校 北海道 33 苫小牧中学校選抜

奈　良 34 香芝市立香芝中学校 埼　玉 34 埼玉栄中学校

茨　城 35 龍ケ崎市立城西中学校 長　崎 35 海星中学校

福　島 36 福島県立会津学鳳中学校 福　井 36 福井県立高志中学校

秋　田 37 あきた和弓会 大　阪 37 四條畷学園中学校

福　岡 38 大川市立大川南中学校 山　形 38 米沢市弓道スポーツ少年団

群　馬 39 群馬少年弓道クラブ 鹿児島 39 鹿児島市立武中学校

広　島 40 広島県立広島中学校 宮　城 40 多賀城市立東豊中学校

宮　城 41 東北学院中学校 愛　知 41 岡崎市立額田中学校

滋　賀 42 滋賀県弓道連盟 神奈川 42 鎌倉女子大学中等部

岩　手 43 いわて弓道Ｊｒ． 山　梨 43 河口湖南中学校組合立河口湖南中学校

熊　本 44 熊本県立宇城市立小川中学校Ｂ 高　知 44 高知県立高知南中学校

島　根 45 大田市立第一中学校

※大分市弓道クラブ（団体競技男子の部・予選立順１番）は代表選手による選手宣誓をお願いいたします。

男子の部 女子の部

団体競技・予選立順一覧

第１５回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会



都道府県 立順 選手名 団体名 都道府県 立順 選手名 団体名

新　潟 1 水　澤　優　一 上越弓道連盟 東　京 1 梶　谷　彩　乃 慶應義塾中等部

福　井 2 堀　内　健　人 福井県立高志中学校 山　形 2 井　上　ま　ど 酒田市立東部中学校

埼　玉 3 小　池　巧　紘 秩父市立秩父第一中学校 千　葉 3 井　口　琴　葉 松戸市立第六中学校

福　島 4 佐　藤　　　匠 福島県立会津学鳳中学校 大　阪 4 平　田　朱　里 浪速中学校

三　重 5 小　阪　海　翔 鈴鹿市立神戸中学校 福　岡 5 脇　山　歩乃佳 福岡西弓道クラブ

宮　崎 6 弓　場　駿　祐 宮崎市立宮崎中学校 長　野 6 峯　村　桃　子 長野日本大学中学校

佐　賀 7 家　田　翔　平 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 北海道 7 北　村　　　和 苫小牧市立苫小牧東中学校

山　梨 8 小　林　拓　斗 富士川町立増穂中学校 宮　崎 8 是　枝　沙　希 都城市立西中学校

群　馬 9 葉　山　青　波 群馬少年弓道クラブ 富　山 9 松　林　志　歩 高岡市立伏木中学校

岩　手 10 橋　本　隼　和 いわて弓道Ｊｒ． 山　梨 10 坂　本　真　子 富士吉田市立下吉田中学校

滋　賀 11 垣　見　温　人 滋賀県弓道連盟 岐　阜 11 井　戸　心　春 岐阜県中津川市立第二中学校

北海道 12 江　口　友　翔 網走市立第三中学校 広　島 12 山　﨑　菜々子 広島県立広島中学校

愛　知 13 谷　口　　　輝 幸田町立北部中学校 鹿児島 13 末　吉　陽　菜 鹿児島市立郡山中学校

秋　田 14 鈴　木　望　翔 西目弓道愛好会 宮　城 14 今　野　光　咲 宮城県古川黎明中学校

千　葉 15 高　綱　友　優 松戸市立栗ヶ沢中学校 愛　知 15 矢　藤　仁　菜 西尾市立東部中学校

北海道 16 柳　田　航　大 学校法人北海道龍谷学園双葉中学校 高　知 16 岡　本　眞起子 土佐塾中学校

愛　媛 17 香　川　涼　介 日陽館 神奈川 17 関　　　素　花 鎌倉女子大学中等部

鹿児島 18 鳥羽瀬　健　太 出水市立米ノ津中学校 茨　城 18 日向寺　美　羽 清真学園中学校

島　根 19 山　本　康　太 大田市立第一中学校 熊　本 19 澤　田　桃　香 山鹿市立山鹿中学校

鳥　取 20 淺　井　貴　裕 鳥取市立西中学校 福　島 20 猪　俣　咲　月 福島県立会津学鳳中学校

栃　木 21 前　川　実　月 宇都宮市立宮の原中学校 北海道 21 竹　内　桃　花 大空町立東藻琴中学校

福　岡 22 古　賀　武　尊 大川市立大川南中学校 福　井 22 深　田　心　優 福井県立高志中学校

山　口 23 窪　田　　　皓 山口県立高森みどり中学校 埼　玉 23 長　生　奏　音 さいたま市立浦和中学校

兵　庫 24 高　橋　拓　希 三田学園中学校 新　潟 24 五十嵐　麗　奈 新津弓道連盟

京　都 25 喜多川　絢　矢 ヴィアトール学園洛星中学校 愛　媛 25 酒　井　真　波 日陽館

熊　本 26 德　永　龍　哉 熊本県立宇城市立小川中学校 群　馬 26 小　林　里　桜 群馬少年弓道クラブ

高　知 27 猪　俣　雄　生 土佐中学校 秋　田 27 山　内　　　紬 あきた和弓会

東　京 28 牧　野　祥　大 早稲田中学校 栃　木 28 江　俣　綾　乃 鹿沼市立北犬飼中学校

山　形 29 中　臺　遼　喜 山形県立東桜学館中学校 山　口 29 白　石　　　梓 山陽小野田市立厚狭中学校

東　京 30 久　保　瑛　介 城北学園城北中学校 佐　賀 30 府　川　優　莉 佐賀県立武雄青陵中学校

岐　阜 31 小　南　直　輝 中津川市立付知中学校 徳　島 31 長　井　一　華 徳島県立城ノ内中学校

奈　良 32 片　山　創　太 奈良県天理市立南中学校 岡　山 32 加　本　彩　花 里庄町立里庄中学校

広　島 33 峯　松　範　宜 広島県立広島中学校 奈　良 33 山　田　春　奈 橿原市立橿原中学校

富　山 34 大　島　幸　貴 高岡市立伏木中学校 兵　庫 34 藤　井　美　緑 三田学園中学校

神奈川 35 山　本　大　智 公文国際学園中等部 島　根 35 山　﨑　里　音 大田市立第一中学校

茨　城 36 黒　川　瑛　文 阿見町立阿見中学校 岩　手 36 岡　本　奈　々 いわて弓道Ｊｒ．

石　川 37 田　村　　　奏 羽咋市立羽咋中学校 三　重 37 真　弓　怜　菜 鈴鹿市立神戸中学校

大　阪 38 森　重　寛　太 浪速中学校 静　岡 38 鈴　木　海　莉 川根本町立中川根中学校

徳　島 39 有　井　和　也 徳島県立城ノ内中学校 東　京 39 髙　橋　夏日海 東京都立桜修館中等教育学校

宮　城 40 及　川　瑛　斗 多賀城市立多賀城中学校 京　都 40 赤　池　文　奈 京都市立桂川中学校

大　分 41 木　口　航　暉 大分市弓道クラブ 長　崎 41 松　尾　菜々子 海星中学校

長　崎 42 松　尾　　　優 長与町立長与中学校 石　川 42 西　村　智　花 石川県立金沢錦丘中学校

岡　山 43 鈴　鹿　颯　大 里庄町立里庄中学校 鳥　取 43 金　谷　朋　美 鳥取市立東中学校

長　野 44 鈴　木　康士郎 長野日本大学中学校 大　分 44 中　山　華乃心 大分県弓道連盟杵築支部

静　岡 45 松　田　翔　空 島田市立金谷中学校

女子の部

個人競技・予選立順一覧

第１５回全国中学生弓道大会／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会

男子の部


