
■男子　スタッフ ■男子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 カテゴリー別ユース育成マネージャー 岩手県 1 青森県

2 カテゴリー別ユース育成コーチ 秋田県 2 青森県

3 ブロック事務担当者 岩手県 3 青森県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 青森県 4 青森県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岩手県 5 青森県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 宮城県 6 秋田県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山形県 7 秋田県

8 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 福島県 8 秋田県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 9 秋田県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 10 秋田県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 11 岩手県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 12 岩手県

13 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 13 岩手県

14 岩手県

15 岩手県

16 宮城県

17 宮城県

18 宮城県

19 宮城県

20 宮城県

21 山形県

22 山形県

23 山形県

24 山形県

25 山形県

26 福島県

27 福島県

28 福島県

29 福島県

30 福島県

31 宮城県

佐藤　怜央 天童市立第四中学校

五十嵐　楓冴 鶴岡市立鶴岡第二中学校

後藤　晴 酒田市立鳥海八幡中学校

川尻　喜暖 一関市立一関中学校

古久保　朴 一関市立花泉中学校

間篠　秀音 富谷市立成田中学校

猪狩　智哉 いわき市立赤井中学校

山崎　紀人 東北学院中学校

上野　龍信 郡山市立冨田中学校

髙木　歩夢 会津若松市立第四中学校

紺野　智史 南相馬市立原町第二中学校

中村　彰太 仙台市立南中山中学校

中川　純弥 多賀城市立第二中学校

樋口　祐亮 福島市立岳陽中学校

白澤　朗 山形市立第三中学校

池野　陽太 山形市立金井中学校

福田　真都 盛岡市立渋民中学校

尾上　祐樹 東北学院中学校

木村　流歌 仙台市立郡山中学校

佐々木　響也 奥州市立東水沢中学校

岩館　伯 北上市立北上中学校

寺澤　英志 花巻市立花巻中学校

佐藤　剛史 盛岡市立北陵中学校 中嶋　正尭 湯沢市立山田中学校

菅野　ブルース 陸前高田市立第一中学校佐々木　啓輔 滝沢市立滝沢南中学校

平野　誠一 田村市立常葉中学校 丹尾　久力 横手市立十文字中学校

小山　尚也 遠野市立遠野中学校 小松　靖典 湯沢市立山田中学校

小野　拓也 仙台市立寺岡中学校 吉田　裕貴 秋田市立飯島中学校

高橋　栄介 南陽市立赤湯中学校 藤原　健太郎 秋田市立泉中学校

成田　直樹 弘前市立南中学校 久保　拓也 十和田市立十和田中学校

菊池　貴洋 二戸市立福岡中学校 藤田　勇斗 藤崎町立藤崎中学校

小納　英之 秋田市立山王中学校 佐藤　琢哉 青森市立新城中学校

南浦　元 一関市立大原中学校 大杉　隼世 横浜町立横浜中学校
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菅原　清隆 一関市立磐井中学校 齊藤　凪 弘前市立南中学校



■女子　スタッフ ■女子　選手

No. 役職 都道府県 No. 都道府県

1 カテゴリー別ユース育成コーチ 福島県 1 青森県

2 ブロック事務担当者 岩手県 2 青森県

3 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 青森県 3 青森県

4 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 秋田県 4 青森県

5 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 岩手県 5 青森県

6 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 宮城県 6 秋田県

7 都道府県カテゴリー別ユース育成コーチ 山形県 7 秋田県

8 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 8 秋田県

9 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 9 秋田県

10 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 10 秋田県

11 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 11 岩手県

12 現地スタッフ（開催地の補助役員） 岩手県 12 岩手県

13 岩手県

14 岩手県

15 岩手県

16 宮城県

17 宮城県

18 宮城県

19 宮城県

20 宮城県

21 山形県

22 山形県

23 山形県

24 山形県

25 山形県

26 福島県

27 福島県

28 福島県

29 福島県

30 福島県横山　珠子 会津若松市立第三中学校

蓬田　紗矢 福島市立西信中学校

大山　碧 古殿町立古殿中学校

渡邉　和希 古殿町立古殿中学校

菅野　楓夏 福島市立福島第三中学校

三河　不二夫 一関市立一関中学校

郷内　和弘 一関市立桜町中学校

櫻井　望 山形市立第六中学校

後藤　さくら 河北町立河北中学校

鈴木　美結 鶴岡市立鶴岡第三中学校

小原　早葵 名取市立第二中学校

ランドール・プレシャス・空 天童市立第四中学校

佐藤　杏奈 天童市立第四中学校

早川　菜々 仙台市立沖野中学校

小野　らる 仙台市立中田中学校

浅野　亜弥 東松島市立矢本第二中学校

藤田　あい 盛岡市立仙北中学校

長山　叶愛 盛岡白百合学園中学校

田村　美優 仙台市立広瀬中学校

菊地　美奈 奥州市立前沢中学校

佐々木　凜 大船渡市立第一中学校

内田　和花 盛岡市立黒石野中学校

眞嶋　宏子 盛岡市立北陵中学校 菊地　美音楽 秋田市立山王中学校

佐藤　彩華 住田町立世田米中学校 五十嵐　愛莉 秋田市立泉中学校

後藤　和郎 上山市立北中学校 鎌田　真凜 潟上市立天王中学校

田代　貴裕 一関市立磐井中学校 鈴木　栞奈 秋田市立土崎中学校

千葉　孝成 一関市立萩荘中学校 亀田　樹里 青森市立浦町中学校

川田　容子 仙台市立上杉山中学校 近藤　京 三種町立山本中学校

山形　紀雄 藤崎町立藤崎中学校 安田　朋生 青森市立筒井中学校

佐藤　良明 横手市立平鹿中学校 田邊　麗羽 青森市立浦町中学校

佐藤　良平 福島市立福島第二中学校 渡辺　朋恵 十和田市立三本木中学校

杉澤　浩樹 北上市立南中学校 奥沢　美久 八戸市立大館中学校
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