
1 北海道 伊達網代道場 北　Ｆ９２～１１２
2 青森県 尚道館山野辺道場 東　Ｂ１５～２８
3 岩手県 新明館橋市道場 北　Ｄ２２～３８
4 山形県 余目化成道場 南　Ｆ２２～３５
5 宮城県 岩沼西少年剣道錬成会 南　Ｅ６４～７７
6 福島県 陵武館山崎道場 南　Ｂ９２～１１２
7 新潟県 頸城大瀁少年剣道部 東　Ｄ５７～７０
8 神奈川県 光武館道場 北　Ｅ２２～３８
9 千葉県 八幡流水館 南　Ｂ３６～４９、Ｃ３６～４９
10 千葉県 浜町剣正会 東　Ｄ４３～５６
11 茨城県 芳明館 西　Ｂ２９～４２、Ｃ２９～４２
12 茨城県 益水館 北　Ｂ７５～９１
13 茨城県 千束剣友会 北　Ｅ１～２１
14 茨城県 いばらき少年剣友会 東　Ｃ１５～２８、Ｄ１５～２８
15 栃木県 蔵の街剣友会 西　Ｄ１～１４、Ｅ１～１４
16 栃木県 練兵館 南　Ｄ７８～９１
17 埼玉県 武蔵館 南　Ｆ３６～４９
18 埼玉県 北本剣士会 南　Ｂ７８～９１
19 群馬県 愛武館竹澤道場 東　Ｅ５７～７０
20 山梨県 山梨健心館 北　Ｆ２２～３８
21 東京都 東松舘道場 北　Ｅ９２～１１２
22 東京都 全日本少年剣道錬成会館 北　Ｂ２２～３８、Ｃ２２～３８
23 東京都 青梅錬心舘 東　Ｆ４３～５６
24 長野県 夢未来對山館 南　Ｂ１～２１
25 富山県 婦中町少年剣道教室 南　Ｂ２２～３５、Ｃ２２～３５
26 石川県 新化館 北　Ｂ９２～１１２
27 福井県 福井養正館 北　Ｆ７５～９１
28 静岡県 青島剣道スポーツ少年団 南　Ｂ６４～７７
29 愛知県 愛知洗心道場 西　Ｂ５７～７０、Ｃ５７～７０
30 愛知県 修徳館日比野道場 南　Ｆ７８～９１
31 岐阜県 志道館学園 南　Ｃ１～２１
32 岐阜県 大垣西部剣道少年団 南　Ｃ７８～９１
33 三重県 颯友会 東　Ｄ２９～４２、Ｅ２９～４２
34 滋賀県 せた魂剣道部 北　Ｃ１～２１
35 大阪府 大阪つばさ剣道クラブ 南　Ｄ１～２１
36 大阪府 都島剣友会 南　Ｆ９２～１１２
37 京都府 京都弘道館 南　Ｅ１～２１
38 京都府 偃修館剣友クラブ 東　Ｃ１～１４、Ｄ１～１４
39 奈良県 広陵太子会 西　Ｄ２９～４２、Ｅ２９～４２
40 和歌山県 和歌山砂山少年剣友会 西　Ｂ１～１４、Ｃ１～１４
41 和歌山県 広川少年剣道教室 南　Ｄ６４～７７
42 兵庫県 播磨町少年剣道クラブ 西　Ｂ１５～２８、Ｃ１５～２８
43 鳥取県 河崎少年少女剣道教室 東　Ｅ４３～５６
44 島根県 猶興館道場 北　Ｃ９２～１１２
45 島根県 大社剣道スポーツ少年団 北　Ｇ２２～３５
46 岡山県 昇龍館一福道場 北　Ｃ７５～９１
47 岡山県 養徳館道場 東　Ｂ４３～５６、Ｃ４３～５６
48 広島県 心成館もみじ道場 西　Ｄ４３～５６、Ｅ４３～５６
49 広島県 牛田新町剣道クラブ 南　Ｆ１～２１
50 広島県 東広島剣道クラブ 南　Ｃ９２～１１２
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51 山口県 末武剣道同好会 北　Ｄ９２～１１２

52 香川県 光龍館 東　Ｂ１～１４

53 高知県 高知横浜新町剣友会 西　Ｆ１～１４

54 高知県 春龍会 北　Ｅ７５～９１

55 高知県 高知錬心館 南　Ｆ６４～７７

56 高知県 野市町ｽﾎﾟｰﾂ少年団剣道部 南　Ｄ９２～１１２

57 愛媛県 愛媛建武館 西　Ｄ１５～２８、Ｅ１５～２８

58 愛媛県 久万剣道スポーツ少年団 西　Ｂ４３～５６、Ｃ４３～５６

59 愛媛県 久枝剣道会 南　Ｂ５０～６３、Ｃ５０～６３

60 愛媛県 岡城館 南　Ｄ５０～６３

61 愛媛県 松風舘 北　Ｂ１～２１

62 愛媛県 周布剣道会 北　Ｄ１～２１

63 愛媛県 愛媛成武舘 東　Ｂ５７～７０

64 愛媛県 城北剣道会 南　Ｂ５０～６３、Ｃ５０～６３

65 愛媛県 愛媛宮窪道場 東　Ｂ２９～４２、Ｃ２９～４２

66 福岡県 須恵剣友会 西　Ｄ５７～７０、Ｅ５７～７０

67 福岡県 今宿少年剣道部 北　Ｄ７５～９１

68 福岡県 青木剣友会 南　Ｃ６４～７７

69 福岡県 福岡十生館 北　Ｆ１～２１

70 福岡県 福岡如水館 南　Ｅ９２～１１２

71 佐賀県 臥龍徳心館 南　Ｄ２２～３５、Ｅ２２～３５

72 佐賀県 清流館 南　Ｅ７８～９１

73 熊本県 熊本神泉会道場 西　Ｆ５７～７０

74 熊本県 天明剣道クラブ 東　Ｅ１５～２８、Ｆ１５～２８

75 鹿児島県 伊集院剣心館 東　Ｃ５７～７０

76 沖縄県 沖縄警察署ｽﾎﾟｰﾂ少年団 南　Ｄ３６～４９、Ｅ３６～４９
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