
第八回秋田杯 受付No.一覧表

受付NO. 団体名 チーム名 県名 受付NO. 団体名 チーム名 県名

001 鯖江志⼠樹館道場 鯖江志⼠樹館道場 福井県 065 修徳館⽇⽐野道場 修徳館 愛知県

002 鯖江志⼠樹館道場 道⼼会 福井県 066 修徳館⽇⽐野道場 ⿓⻁の会 愛知県
003 福井養正館 福井養正館 福井県 067 若園剣志会 若園剣志会 愛知県
004 福井養正館 ⼼技体道場 福井県 068 豊道会 豊道会 愛知県
005 福井養正館 ⼀養会 福井県 069 豊道会 岡⽥眞直選抜 愛知県
006 東雲剣友会 東雲剣友会 三重県 070 たかね剣道クラブ たかね剣道クラブ 愛知県
007 東雲剣友会 前川吉正選抜 三重県 071 朝⽇少年剣道クラブ 朝⽇少年剣道クラブ 愛知県
008 三重剣優館 三重剣優館 三重県 072 ⿓輝館 ⿓輝館 愛知県
009 岐⾩剣真館 岐⾩剣真館 岐⾩県 073 ⿓輝館 三浦澄夫選抜 愛知県
010 ⼋⼼会 ⼋⼼会 岐⾩県 074 暁 道場 暁道場 愛知県
011 創武館 創武館 岐⾩県 075 加納剣道少年団 加納剣道少年団 愛知県
012 創武館 内⽥良治選抜 岐⾩県 076 蒼錬館 蒼錬館 愛知県
013 濟命館道場剣道教室 濟命館 岐⾩県 077 東丘少年剣友会 東丘少年剣友会 愛知県
014 さくら会少年剣道部 三好道場 岐⾩県 078 東丘少年剣友会 東剣会 愛知県
015 さくら会少年剣道部 さくら会少年剣道部 岐⾩県 079 東丘少年剣友会 宮本智⾏選抜 愛知県
016 誠⼼剣友会 誠⼼剣友会 岐⾩県 080 六然会 六然会 愛知県
017 池⽥町剣道場 池⽥町剣道場 岐⾩県 081 武徳館剣道教室 武徳館剣道教室 愛知県
018 ⼀剣 ⼀剣 岐⾩県 082 武徳館剣道教室 武徳館瑞穂道場 愛知県
019 ⼀剣 ⼆剣 岐⾩県 083 武徳館剣道教室 武徳館杜⽔道場 愛知県
020 ⼀剣 三剣 岐⾩県 084 瑞穂少年剣友会 瑞穂少年剣友会 愛知県
021 ⼀剣 四剣 岐⾩県 085 千代が丘剣道教室 千代が丘剣道教室 愛知県
022 ⼀剣 五剣 岐⾩県 086 陶原道場 陶原道場 愛知県
023 ⼀剣 六剣 岐⾩県 087 守⼭剣道スポーツ 守⼭剣道スポーツ 愛知県
024 志道館学園 志道館学園 岐⾩県 088 久⽥道場 久⽥道場 愛知県
025 志道館学園 志道館⼤垣 岐⾩県 089 久⽥道場 久⽥達司選抜 愛知県
026 志道館学園 志道館養⽼ 岐⾩県 090 味鋺剣友会 味鋺剣友会 愛知県
027 悟道館後藤道場 悟道館 岐⾩県 091 ⽩壁少年剣道クラブ ⽩壁少年剣道クラブ 愛知県
028 清⼼会 清⼼会 岐⾩県 092 洗⼼道場 洗⼼道場 愛知県
029 初真会 初真会 静岡県 093 洗⼼道場 東院剣友会 愛知県
030 ⽔⿓舘 ⽔⿓舘 静岡県 094 洗⼼道場 光雲剣友会 愛知県
031 弥富⼤栄剣道会 弥富⼤栄剣道会 愛知県 095 健礼会 近藤道場 健礼会 近藤道場 愛知県
032 弥富北中学校 弥富北中 愛知県 096 ⻫年寺道場剣志会 愛知 ⻫年寺道場 愛知県
033 瀬⼾神武館 瀬⼾神武館 愛知県 097 ⻫年寺道場剣志会 ⻫年寺剣志会 愛知県
034 瀬⼾武道館 瀬⼾武道館 愛知県 098 南警察署少年剣道教室 南警少剣 愛知県
035 尾張旭少年剣友会 尾張旭少年剣友会 愛知県 099 南区少年剣和会 南区少年剣和会 愛知県
036 勝川剣友会 勝川剣友会 愛知県 100 愛知県武道館剣道クラブ 愛知県武道館剣道クラブ 愛知県
037 誠武館 誠武館 愛知県 101 愛知県武道館剣道クラブ 克⼰会 愛知県
038 ⼤⼿剣志会 ⼤⼿剣志会 愛知県 102 愛知県武道館剣道クラブ ⽊村良樹選抜 愛知県
039 ⼩牧桃武館 ⼩牧桃武館 愛知県 103 名城館 名城館 愛知県
040 愛知⽩帝館道場 ⽩帝館 愛知県 104 中川少年剣道育成会 中川育成会 愛知県
041 ⼩牧武道館 ⼩牧武道館 愛知県 105 アサヒ剣道教室 アサヒ剣道教室 愛知県
042 ⽻⿊剣道教室 ⽻⿊剣道教室 愛知県 106 ⼀ツ⽊剣道クラブ ⼀ツ⽊剣道クラブ 愛知県
043 江南武道館 江南武道館 愛知県 107 ⻄端剣道クラブ ⻄端剣道クラブ 愛知県
044 江南武道館 江南武道館藤剣会 愛知県 108 ⻄端剣道クラブ ⽩井雅⼦選抜 愛知県
045 江南武道館 江南少年剣道教室 愛知県 109 安城篠⽬振⾵会 振⾵会 愛知県
046 江南武道館 松本幸司選抜 愛知県 110 安城篠⽬振⾵会 中村秀樹選抜 愛知県
047 師勝武道館 師勝武道館 愛知県 111 安城東部祥学館 祥学館 愛知県
048 清栄会 清栄会 愛知県 112 電友会 電友会 愛知県
049 鍾念道場 鍾念道場 愛知県 113 電友会 鈴⽊正⾏選抜 愛知県
050 鍾念道場 鍾念剣友会 愛知県 114 五⼼会 五⼼会 愛知県
051 学運堂剣道教室 学運堂剣道教室 愛知県 115 東レ居敬堂 東レ居敬堂 愛知県
052 扶桑剣道教室 扶桑剣道教室 愛知県 116 東レ居敬堂 東レ新鋭会 愛知県
053 扶桑剣道教室 ⻑⾕川勝英選抜 愛知県 117 岡崎警察署少年剣道育成会 岡崎警察署少年剣道育成会 愛知県
054 ⼭名剣友会 ⼭名剣友会 愛知県 118 愛知 愛⼼館 愛⼼館 愛知県
055 南陵剣道スポーツ少年団 南陵剣道スポーツ少年団 愛知県 119 愛知 愛⼼館 寺島裕⼦選抜 愛知県
056 南陵剣道スポーツ少年団 佐野宏美選抜 愛知県 120 愛知 愛⼼館 伴浩仁選抜 愛知県
057 南陵剣道スポーツ少年団 笠原友仁選抜 愛知県 121 愛知 愛⼼館 瀧尻淳平選抜 愛知県
058 南陵剣道スポーツ少年団 海津智⼦選抜 愛知県 122 愛知 愛⼼館 ⽑利隆史選抜 愛知県
059 ⻤崎剣道スポーツ少年団 ⻤崎剣道スポーツ少年団 愛知県 123 愛知 愛⼼館 本⽥陽⼦選抜 愛知県
060 ⻤崎剣道スポーツ少年団 中村有毅選抜 愛知県 124 愛知 愛⼼館 光友会 愛知県
061 ⻤崎剣道スポーツ少年団 藤堂創⼠選抜 愛知県 125 愛知 愛⼼館 颯⽥藤男選抜 愛知県
062 ⻤崎剣道スポーツ少年団 ⾦⾼稔選抜 愛知県 126 ⽞武道場 ⽞武道場 愛知県
063 ⻤崎剣道スポーツ少年団 藤堂然⼠選抜 愛知県 127 梅園剣道教室 梅園 愛知県
064 新知剣道教室 新知剣道教室 愛知県 128 愛知静⼼館 愛知静⼼館 愛知県


