
都道府県 立順 団体名 都道府県 立順 団体名

岩　手 1 いわて弓道Jr. 兵　庫 1 甲南女子中学校

富　山 2 立山町立雄山中学校 島　根 2 大田市立第一中学校

京　都 3 洛星中学校 東　京 3 東京都立桜修館中等教育学校

岡　山 4 岡山県浅口郡里庄町立里庄中学校 鹿児島 4 鹿児島市立皇徳寺中学校

長　崎 5 長与町立長与中学校 栃　木 5 大田原市立大田原中学校

奈　良 6 橿原市立大成中学校 鳥　取 6 鳥取市立北中学校

福　岡 7 久留米市立三潴中学校 群　馬 7 群馬少年弓道クラブ

佐　賀 8 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 高　知 8 土佐中学高等学校

広　島 9 広島県立広島中学校 富　山 9 高岡市立伏木中学校

宮　城 10 多賀城市立多賀城中学校 宮　崎 10 都城市立五十市中学校

北海道 11 北海道南選抜 福　井 11 福井県立高志中学校

埼　玉 12 秩父市立秩父第一中学校 大　阪 12 四條畷学園中学校

兵　庫 13 六甲学院中学校 長　崎 13 長与町立長与中学校

千　葉 14 松戸市立栗ヶ沢中学校 山　形 14 米沢市弓道スポーツ少年団

群　馬 15 群馬少年弓道クラブ 大　分 15 杵築市・臼杵市連合

長　野 16 長野日本大学中学校 京　都 16 京都府立洛北高等学校附属中学校

愛　媛 17 日陽館 広　島 17 広島県立広島中学校

石　川 18 羽咋市立羽咋中学校 熊　本 18 熊本県宇城市立小川中学校

山　口 19 山口県立下関中等教育学校 岩　手 19 いわて弓道Jr.

東　京 20 城北学園城北中学校 宮　城 20 利府町立しらかし台中学校

大　分 21 大分市弓道クラブ 三　重 21 三重県弓道連盟選抜チーム

山　形 22 山形県立東桜学館中学校 千　葉 22 松戸市立第六中学校

神奈川 23 慶應義塾湘南藤沢中等部 奈　良 23 香芝市立香芝中学校

東　京 24 芝浦工業大学附属中学校 埼　玉 24 さいたま市立浦和中学校

茨　城 25 阿見町立阿見中学校 山　口 25 美祢市立大嶺中学校

徳　島 26 三好市池田中学校 佐　賀 26 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校

福　井 27 福井県立高志中学校 福　島 27 福島県立会津学鳳中学校

栃　木 28 宇都宮市立清原中学校 東　京 28 慶應義塾中等部

三　重 29 三重県弓道連盟選抜チーム 福　岡 29 久留米市立三潴中学校

大　阪 30 浪速中学校 愛　知 30 豊田市立朝日丘中学校

熊　本 31 熊本県宇城市立小川中学校 徳　島 31 板野町板野中学校

山　梨 32 富士吉田市立下吉田中学校 長　野 32 長野日本大学中学校

静　岡 33 島田市立金谷中学校 新　潟 33 新津弓道連盟

岐　阜 34 垂井町立不破中学校 茨　城 34 水戸市立第二中学校

福　島 35 福島県立会津学鳳中学校 石　川 35 中能登町立中能登中学校

高　知 36 土佐中学高等学校 静　岡 36 沼津市立沼津高等学校中等部

新　潟 37 新潟県立燕中等教育学校 山　梨 37 富士川町立増穂中学校

北海道 38 網走市立第三中学校 北海道 38 遺愛女子中学校

愛　知 39 豊川市立御津中学校 神奈川 39 相模原市立旭中学校

鳥　取 40 鳥取県米子市立東山中学校 愛　媛 40 日陽館

鹿児島 41 鹿児島市立東谷山中学校 岐　阜 41 岐阜県選抜

宮　崎 42 三股町立三股中学校 岡　山 42 岡山県浅口郡里庄町立里庄中学校

北海道 43 大空町立東藻琴中学校

※甲南女子中学校（団体競技女子の部・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１４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

神奈川 1 中　村　久　高 慶應義塾湘南藤沢中等部 大　分 1 野　崎　礼慶子 大分市弓道クラブ

山　形 2 景　澤　　　海 山形県立東桜学館中学校 鳥　取 2 西　脇　心　春 鳥取市立北中学校

宮　崎 3 細　川　凌　平 三股町立三股中学校 鹿児島 3 取　違　杏　菜 南九州市立知覧中学校

三　重 4 小　林　　　駿 桑名市立陽和中学校 長　野 4 井　藤　圭　都 安曇野市スポーツ少年団　豊科支部　豊科弓道

長　崎 5 副　島　大　輔 長崎南山中学校 山　口 5 峯　重　美　奈 田布施町立田布施中学校

佐　賀 6 家　田　翔　平 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校 福　井 6 出　山　麻理乃 福井県立高志中学校

大　阪 7 鈴　木　颯　太 浪速中学校 長　崎 7 漆　畑　多　恵 長与町立長与中学校

千　葉 8 山　本　　　開 松戸市立栗ヶ沢中学校 宮　城 8 千　葉　瑞　月 利府町立利府中学校

愛　媛 9 横　田　隼　人 日陽館 大　阪 9 北　濃　一　葉 四條畷学園中学校

奈　良 10 野　澤　　　涼 橿原市立八木中学校 新　潟 10 細　貝　茅　可 新潟県立燕中等教育学校

北海道 11 鳥谷部　創　多 学校法人北海道龍谷学園双葉中学校 福　岡 11 大　石　圭　子 久留米市立三潴中学校

広　島 12 中　村　和　弘 修道中学校 岐　阜 12 野　倉　千　裕 羽島市立羽島中学校

愛　知 13 宮　田　莞　杏 豊田市立末野原中学校 兵　庫 13 田　淵　萌　愛 姫路市立大白書中学校

熊　本 14 古　閑　龍　臣 熊本県宇城市立小川中学校 岩　手 14 浅　沼　咲　良 いわて弓道Jr.

秋　田 15 鈴　木　望　翔 西目弓道愛好会 山　形 15 佐　藤　愛　佳 米沢市弓道スポーツ少年団

埼　玉 16 平　山　鈴之介 入間市弓道連盟 佐　賀 16 本　吉　眞　子 早稲田大学系属早稲田佐賀中学校

宮　城 17 相　澤　倫　平 東北学院中学校 栃　木 17 小　泉　陽　菜 野木町立野木中学校

石　川 18 藤　谷　武　蔵 石川県立金沢錦丘中学校 東　京 18 三　橋　結　子 東京都立桜修館中等教育学校

高　知 19 増　岡　那　天 高知県立安芸中学校 山　梨 19 近　藤　愛　花 笛吹市立石和中学校

新　潟 20 高　橋　一　馬 新津弓道連盟 京　都 20 赤　池　文　奈 京都市立桂川中学校

福　島 21 吉　田　陽　太 福島県立会津学鳳中学校 北海道 21 竹　内　桃　花 大空町立東藻琴中学校

鹿児島 22 福　長　数　馬 鹿児島市立松元中学校 愛　知 22 竹　下　愛　梨 新城市立千郷中学校

東　京 23 櫻　井　太　介 城北学園城北中学校 愛　媛 23 古茂田　美　晴 日陽館

山　口 24 石　﨑　祐一郎 山口県立下関中等教育学校 東　京 24 占　部　愛依理 慶應義塾中等部

兵　庫 25 土　井　壮　太 六甲学院中学校 奈　良 25 森　田　菜　月 橿原市立橿原中学校

福　岡 26 境　　　祥　吾 久留米市立三潴中学校 富　山 26 中　　　紅　菜 高岡市立伏木中学校

京　都 27 堀　本　英　志 京都府立洛北高等学校附属中学校 高　知 27 森　田　真　衣 土佐中学高等学校

福　井 28 南　後　翔太郎 福井県立高志中学校 徳　島 28 寒　川　莉　衣 板野町板野中学校

山　梨 29 望　月　　　晴 笛吹市立石和中学校 群　馬 29 新　井　愛　香 群馬少年弓道クラブ

栃　木 30 藤　田　侑　暉 矢板市立矢板中学校 静　岡 30 日野原　舞　耶 沼津市立沼津高等学校中等部

東　京 31 柴　田　　　響 慶應義塾中等部 三　重 31 真　弓　怜　菜 鈴鹿市立神戸中学校

岡　山 32 樋　口　　　輝 岡山県浅口郡里庄町立里庄中学校 岡　山 32 大　谷　夕　弦 津山市弓道教室

北海道 33 渡　辺　愛　斗 美幌町立美幌中学校 熊　本 33 中　村　心　南 熊本県宇城市立小川中学校

徳　島 34 ライス　朝　咲 徳島市徳島中学校 広　島 34 白　日　陽　向 広島県立広島中学校

岩　手 35 角　掛　智　樹 いわて弓道Jr. 神奈川 35 髙　橋　李　里 相模原市立旭中学校

茨　城 36 須　藤　紘　文 阿見町立阿見中学校 宮　崎 36 髙　田　采　花 都城市立五十市中学校

群　馬 37 阿　部　龍　玖 群馬少年弓道クラブ 北海道 37 久　保　春　果 学校法人北海道龍谷学園双葉中学校

鳥　取 38 田　中　　　碧 鳥取県米子市立東山中学校 千　葉 38 長谷川　蒼　依 成田高等学校付属中学校

静　岡 39 杉　本　大　河 島田市立金谷中学校 島　根 39 土　本　愛　果 大田市立第一中学校

大　分 40 高　尾　真　叶 大分市弓道クラブ 埼　玉 40 本　多　伊　織 秩父市立秩父第一中学校

富　山 41 内　山　浩　輔 高岡市立伏木中学校 福　島 41 福　地　花奈子 福島県立会津学鳳中学校

長　野 42 田　口　維　吹 長野日本大学中学校 石　川 42 丸　田　莉　咲 羽咋市立羽咋中学校

岐　阜 43 小　南　直　輝 中津川市立付知中学校 茨　城 43 黒　澤　陽　菜 東海村立東海中学校

女子の部

個人競技・予選立順一覧

第１４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


