参加道場名簿
ブロック 都道府県

チ ー ム 名

小学生の部 １

ブロック 都道府県

第１日目 １月５日（水）
小学生の部

チ ー ム 名

8－6

チ ー ム 名

12－11 北海道 伊達網代道場

12－ 1

13－ 6 北海道 函館柳雪館大野道場

10－10 新潟 仁智館道場Ｂ

10－17 茨城 鬼怒西剣道クラブ

7 － 6 北海道 新十津川尚武館

3 －17 新潟 一好会

4 －18 茨城 つくば少年剣友会

1 －17 北海道 砂川錬心館

15－ 9

11－ 1

14－17 北海道 旭川東光道場

5 －20 新潟 魚沼剣道クラブ

1 －18 茨城 水海道剣道教室

2 －19 北海道 三石翔武館

2 －10 新潟 新津剣道連盟

13－ 8

茨城 芳明館

6 － 4 北海道 千歳修心館

8 －10 神奈川 思斉館滝澤道場Ａ

3－1

茨城 一心院道場一心剣

8 － 8 北海道 釧路鶴ケ岱剣道少年団

2 －12 神奈川 思斉館滝澤道場Ｂ

1－8

茨城 益水館

16－20 北海道 札幌龍心剣道少年団

16－16 神奈川 剱聖館

12－ 8

茨城 波崎修武館

3 － 2 北海道 帯広の森体育館剣道少年団

4 － 2 神奈川 片倉北辰館西木道場

14－ 3

茨城 利根町剣友会

10－ 9 北海道 猿払剣友会

12－ 6 神奈川 敬武館

7 －20 茨城 土浦警察道場

9 －10 北海道 函館柳雪会

15－ 8 神奈川 光武館道場

16－ 2

16－10 青森 秀峰館

10－13 神奈川 都岡剣友会

5 －13 茨城 鉄水館

2 －11 青森 尚道館山野辺道場

9 － 6 神奈川 戸塚道場Ａ

15－13 茨城 御城館

11－ 4

3 －10 神奈川 戸塚道場Ｂ

7 －10 茨城 家和楽剣士隊

9 －15 青森 志道館

13－10 神奈川 横浜三ツ境剣友会

6－1

3 －19 青森 南部少年剣士隊

5 － 7 神奈川 獅心館道場

16－21 栃木 練兵館

8 －19 青森 紫雲会

8 －11 千葉 茂原武道館

1 －12 栃木 おもちゃのまち剣道教室

11－16 岩手 新明館橋市道場

2 －22 千葉 千葉南武館

4 －11 栃木 栃木武徳殿

5 －15 岩手 北上警察署剣道スポーツ少年団さくら館

12－18 千葉 佐貫清心会

8－3

12－ 7

14－18 千葉 習志野剣志会

9 －13 栃木 おもちゃのまち剣道会

15－15 岩手 晨武館

7－8

13－13 栃木 大田原剣友会

13－ 3

岩手 晨武館道地橋道場

4 －14 千葉 松戸東警察署少年剣道推進会

11－13 栃木 書劍林大橋道場

1－3

岩手 宮古尚志館

16－13 千葉 上の台剣友会Ａ

3 －21 埼玉 四誠館Ａ

10－12 岩手 盛岡仙北剣道スポーツ少年団

11－ 9

千葉 上の台剣友会Ｂ

14－11 埼玉 四誠館Ｂ

8 －15 岩手 盛岡剣道スポ少

9－1

千葉 浦安本部道場

15－ 1

埼玉 解脱錬心館

4 －15 岩手 盛岡西警察署もりにし剣道

6 －13 千葉 柏井剣志会

1－4

埼玉 長瀞修心館

5 －11 秋田 奥檜館道場

1 －19 千葉 周南剣道スポーツ少年団

9 －19 埼玉 わらび剣友会

7 －15 秋田 秋水館鎌田道場

13－ 1

千葉 鬼高剣友会Ａ

11－19 埼玉 桜南剣友会

12－ 3

秋田 奥檜館牛島道場

10－ 2

千葉 鬼高剣友会Ｂ

6 －20 埼玉 武蔵館

14－ 2

秋田 港剣志館

3 －13 千葉 剣道 海ノ風

7－2

埼玉 蕨市南剣道クラブ

4－9

秋田 勝平道場

5 －18 千葉 野間会

2－2

埼玉 剣道 緑ノ風

15－ 7

秋田 楓凛舘鹿角道場

15－16 千葉 習志野武道館

5－1

埼玉 埼玉越生錬成会

13－12 山形 余目武道館

6 －10 茨城 （一財）勝田若葉会

13－20 埼玉 武蔵館剣道部

1－6

山形 米沢剣道直養会

9 －11 茨城 結城尚武館

12－12 埼玉 春日部剣真会

10－ 3

山形 鈴川道場

14－16 茨城 日立泉心館

15－22 群馬 新町剣道クラブＡ

2－6

10－16 群馬 新町剣道クラブＢ

青森 青森紘武館

岩手 一戸剣道スポーツ少年団

6 －12 山形 形成会
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新潟 仁智館道場Ａ

ブロック 都道府県

新潟 石山剣道教室

千葉 都剣友会

茨城 明信館

茨城 下館士徳会

茨城 いばらき少年剣友会

茨城 舟島剣道クラブ

栃木 日光東照宮道場

栃木 錬武館

小学生の部 ２

ブロック 都道府県

6－6

チ ー ム 名

ブロック 都道府県

チ ー ム 名

ブロック 都道府県

チ ー ム 名

12－10 福井 福井養正館Ａ

5 －12 大阪 門真市剣友会

7 －14 群馬 直心会Ｂ

13－ 4

福井 福井養正館Ｂ

15－12 大阪 小曽根剣友会

4－8

群馬 吉岡剣心会

8－2

福井 福井今立道場Ａ

1 －11 大阪 寺内剣友会

14－ 9

群馬 高崎魁洸館長井剣道場

2 －13 福井 福井今立道場Ｂ

11－17 大阪 錬武館郡道場

11－ 7

群馬 館林邑楽武道館

11－21 静岡 尚道舘

3 －18 大阪 三劔会

2 －16 群馬 尾島剣道部

4 －16 静岡 青島剣道スポーツ少年団

9 －18 大阪 大阪済美館道場

16－ 8

1 －16 静岡 剣修舘道場

16－ 7

8 －21 山梨 山梨健心館

9 －17 静岡 沼津桜華剣道少年団

8 －13 大阪 威徳会

14－ 1

16－ 4

13－ 9

群馬 直心会Ａ

山梨 都留剣道スポーツ少年団
東京 東京修道館

静岡 水龍舘

大阪 都島剣友会
大阪 聖和剣道友の会

6 －21 東京 東松舘道場

5 －14 静岡 富士宮剣道連盟少年部

6 －19 大阪 摂津剣友会

13－21 東京 永山剣友会

8 －12 静岡 浅羽剣友会

14－12 大阪 大阪堺桂志舘

1 －21 東京 昭島中央剣友会

5 －21 愛知 洗心道場

2－7

10－21 東京 ジャクパ剣志館

10－ 6

7 －12 京都 篠剣道スポーツ少年団

7 －16 東京 金龍舘道場

9 －16 愛知 東院剣友会

4 －21 京都 京都太秦少年剣道部Ａ

16－ 5

東京 萌木剣道教室

13－17 愛知 武徳館剣道教室

6 －16 京都 京都太秦少年剣道部Ｂ

12－ 5

東京 江戸川報徳会

1－9

愛知 南区少年剣和会

14－ 6

京都 京都砂川少年剣道錬成会

15－18 東京 新小岩剣友会

6－8

愛知 緑警察署正心舘

15－ 5

京都 京都常磐野少年剣道部

2－5

14－ 8

愛知 東丘少年剣友会

13－ 5

京都 小桜道場

2 －18 東京 西小菅剣友会

4－3

愛知 東レ居敬堂Ａ

16－17 京都 偃修館剣友クラブ

11－ 5

15－20 愛知 東レ居敬堂Ｂ

12－ 4

8 －17 東京 雄邦舘

2－3

愛知 輝龍剣志隊

2 －15 京都 京都久御山真武館

4－7

東京 五本木武道館

7－3

愛知 安城東部祥学館

9－8

京都 九条少年柔剣道愛好会

5－9

東京 青梅錬心舘

12－20 愛知 愛知愛心館

10－ 8

京都 妙覚寺道場

3－3

東京 東深沢S・C剣道教室

3 －12 三重 和道館

11－14 京都 京都蒼龍館

12－19 東京 南平剣友会

1－5

三重 嬉野剣道少年団

3 －14 京都 西部剣道スポーツ少年団

16－19 東京 五武会

15－ 2

三重 大谷台剣心会

5 －19 京都 京都誠風館

9－7

東京 報徳絆会

12－15 三重 三重剣優館

1－2

京都 京都剣正志会

5－3

長野 清野秀武舘倉石道場

14－15 三重 白山剣道スポーツ少年団

8－9

京都 京都相武館

10－20 長野 清野育成会剣道クラブ

6 －15 三重 松阪月山会

9 －12 奈良 鴻ノ池道場

16－11 富山 晴武館

7－7

三重 大宮剣道

4 －10 奈良 大和青少年文化研修道場

6－5

富山 淩雲館村雲道場

3－6

滋賀 八幡西清流館道場

11－ 6

奈良 奈良尚武館

11－ 8

富山 婦中町少年剣道教室

9－4

滋賀 守山剣友会

15－ 6

奈良 奈良西少年剣道クラブ

東京 矢口剣志会
東京 高島平剣仁会

愛知 愛知矢田道場

大阪 枚方剣誠会

京都 京都山科少年剣友会

7 －19 富山 芝園剣道クラブ

12－13 滋賀 守山錬心館

7 －18 奈良 郡山剣道クラブ

14－19 富山 淩雲館広徳会道場

13－14 滋賀 八日市少年剣道クラブ

14－ 4

3－7

2 －21 滋賀 甲南剣道少年団忍修館道場

1 －15 奈良 法隆寺剣道クラブ

4 －17 石川 中能登武道館

16－12 滋賀 水口剣道スポーツ少年団 剣徳会

6－2

9－2

7－1

滋賀 せた魂剣道部

10－11 和歌山 宮原少年剣友会

10－ 1

大阪 枚方剣道協会

15－19 和歌山 広川少年剣道教室

富山 高岡武道館少年剣道教室
石川 森本少年剣道教室

15－10 石川 杜の里剣道教室

奈良 奈良心剣道場
奈良 東生駒剣道クラブ
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小学生の部 ３

ブロック 都道府県

チ ー ム 名

ブロック 都道府県

チ ー ム 名

ブロック 都道府県

チ ー ム 名

4 － 4 和歌山 三輪崎剣志会

4 －20 山口 剣愛会

14－13 佐賀 黒津少年剣道クラブ

5 － 8 和歌山 塩屋道場

12－ 9

山口 萩剣武会剣道スポーツ少年団

16－ 3

佐賀 嘉瀬少年剣道クラブ

8 －20 和歌山 河南剣道クラブ

1－7

山口 和光剣心塾Ａ

5－2

佐賀 神埼神道館

11－ 2 和歌山 吉備剣道クラブ

16－15 山口 和光剣心塾Ｂ

8 －16 長崎 真崎少年剣道会

2－1

兵庫 能勢武勇館

7－9

5－6

16－ 1

兵庫 白川台少年剣修会

9 －20 香川 十河剣友会

15－17 長崎 三浦中央少年剣道クラブ

8－5

兵庫 播磨町少年剣道クラブ

1 －10 徳島 佐古剣道クラブ

13－16 長崎 川棚少年剣友会

12－17 兵庫 尚勇館

11－12 高知 高知至誠館

4 －19 長崎 黒髪少年剣道育成会

5－4

兵庫 妙法寺少年剣道クラブ

5 －10 高知 高知致道館少年剣道教室

9－3

3－4

兵庫 北六甲台剣友会

8－7

1 －13 長崎 相浦武道会

香川 揚武館

高知 大津少年剣道教室

長崎 崎山雄林館

長崎 生月剣道スポーツ少年団

13－19 兵庫 宝塚剣道円心会

4 －13 高知 一宮剣道スポーツ少年団

8－1

5 －16 鳥取 倉吉道場

13－ 2

12－16 熊本 天明剣道クラブ

16－ 6

鳥取 河崎少年少女剣道教室

10－15 高知 春龍会

5 －17 熊本 順道館

9－5

鳥取 若葉台剣道クラブ

15－11 愛媛 愛媛建武館

2－4

熊本 白坪剣道愛育会Ａ

2－8

鳥取 大山町剣道スポーツ少年団

6 －14 愛媛 光武館

14－ 7

熊本 白坪剣道愛育会Ｂ

8 －14 鳥取 庄内道場

12－14 愛媛 久枝剣道会

10－ 7

熊本 北部少年剣道クラブ

11－10 鳥取 一心館

3－9

愛媛 双海剣道会

15－ 3

熊本 城北少年剣道クラブ

3 －16 島根 猶興館道場

14－20 愛媛 周布剣道会

11－ 3

熊本 菊池白龍館

7－4

島根 法吉少年剣道会

1－1

3 －20 熊本 鹿本武道館

10－ 4

島根 塩冶剣道スポーツ少年団

10－19 福岡 福岡如水館Ｂ

11－11 大分 三芳少年剣士会

13－15 島根 木積スポーツ少年団

14－21 福岡 今宿少年剣道部

10－14 大分 青竜館

1 －14 島根 北陽剣道少年団

9 －21 福岡 今宿青木剣友会

7 －13 大分 別保剣友会

11－20 島根 遙堪剣道スポーツ少年団

3 －11 福岡 玄辰館道場

4 －12 大分 敷戸剣道クラブ

4－5

岡山 福田道場

12－21 福岡 須恵剣友会

13－ 7

大分 杵築少年剣道部

15－ 4

岡山 有隣館道場

7 －17 福岡 福岡十生館

7－5

宮崎 宮崎神武館

6－7

岡山 養徳館道場

16－18 福岡 如水館池田道場

11－18 宮崎 朱雀館道場

14－14 岡山 真備東剣友会

8 －18 福岡 福岡無名塾

16－14 宮崎 振徳舘道場

9 －14 岡山 蓮昌寺道場

13－18 福岡 瀬高剣友会

1 －20 宮崎 烈士舘道場

7 －21 広島 毘沙門台剣道教室

6－3

6－9

14－10 広島 東広島剣道クラブ

2 －20 福岡 若舞少年剣道部

6 －11 鹿児島 大崎武道館

5－5

4－1

3 －15 鹿児島 志布志武道館Ａ

広島 黒瀬剣道教室

高知 鏡野道場

福岡 福岡如水館Ａ

福岡 城島少年剣道部
福岡 衛心館

熊本 龍驤館

宮崎 日南剣道クラブ

10－18 広島 心成館もみじ道場

15－21 福岡 若松振武会

9 － 9 鹿児島 志布志武道館Ｂ

3－8

7 －11 佐賀 清流館

2 － 9 鹿児島 加世田剣道スポーツ少年団

2 －14 広島 広島西風道場 巴会

2 －17 佐賀 三瀬少年剣道クラブ

12－ 2 鹿児島 広瀬道場

15－14 広島 福山東雲会

4－6

佐賀 神埼町少年剣道クラブ

16－ 9 鹿児島 大隅武道館

13－11 山口 西岐波少年剣道教室

10－ 5

佐賀 臥龍徳心館

14－ 5

沖縄 大道塾

6 －17 山口 研道館

6 －18 佐賀 龍王少年剣道クラブ

3－5

沖縄 宜野湾地区スポーツ少年団

8－4

11－15 佐賀 江北少年剣道クラブ

36

広島 広島市南錬成会

山口 大内剣友会

