
第七回秋田杯受付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
01 新化館 新化館 ⽯川県 57 若園剣志会 若園剣志会 愛知県
02 新化館 新化館宇ノ気道場 ⽯川県 58 ⿓輝館 ⿓輝館 愛知県
03 鯖江志⼠樹館道場 鯖江志⼠樹館道場 福井県 59 ⿓輝館 三浦 澄夫選抜 愛知県
04 鯖江志⼠樹館道場 道⼼会 福井県 60 暁 道場 暁道場 愛知県
05 王⼦保スポーツ少年団剣道部 王⼦保スポーツ少年団剣道部 福井県 61 加納剣道少年団 加納剣道少年団 愛知県
06 福井養正館 福井養正館 福井県 62 蒼錬館 蒼錬館 愛知県
07 福井養正館 ⼼技体道場 福井県 63 東丘少年剣友会 東丘少年剣友会 愛知県
08 東雲剣友会 東雲剣友会 三重県 64 東丘少年剣友会 東剣会 愛知県
09 三重剣優館 三重剣優館 三重県 65 東丘少年剣友会 宮本智⾏選抜 愛知県
10 三重剣優館 夢⼼館 三重県 66 六然会 六然会 愛知県
11 駄知剣道 塚本正寿選抜 岐⾩県 67 瑞穂少年剣友会 瑞穂少年剣友会 愛知県
12 桔梗館多治⾒道場 桔梗館多治⾒道場 岐⾩県 68 武徳館剣道教室 武徳館剣道教室 愛知県
13 桔梗館多治⾒道場 多治⾒選抜 岐⾩県 69 武徳館剣道教室 武徳館瑞穂道場 愛知県
14 誠⼼剣友会 誠⼼剣友会 岐⾩県 70 武徳館剣道教室 武徳館杜⽔道場 愛知県
15 誠⼼剣友会 鈴⽊晃司選抜 岐⾩県 71 千代が丘剣道教室 千代が丘剣道教室 愛知県
16 誠⼼剣友会 古川中学校 岐⾩県 72 陶原道場 陶原道場 愛知県
17 ⼀剣 ⼀剣 岐⾩県 73 陶原道場 稲垣康秀選抜 愛知県
18 志道館学園 志道館学園 岐⾩県 74 守⼭剣道スポーツ 守⼭剣道スポーツ 愛知県
19 志道館学園 多和⽥雄太選抜 岐⾩県 75 久⽥道場 久⽥道場 愛知県
20 岐南剣道同好会 岐南剣道同好会 岐⾩県 76 久⽥道場 久⽥達司選抜 愛知県
21 悟道館後藤道場 悟道館 岐⾩県 77 味鋺剣友会 味鋺剣友会 愛知県
22 賜⽣道場 賜⽣道場 岐⾩県 78 ⽩壁少年剣道クラブ ⽩壁少年剣道クラブ 愛知県
23 清⼼会 清⼼会 岐⾩県 79 洗⼼道場 洗⼼道場 愛知県
24 弥富⼤栄剣道会 伊藤⼒選抜 愛知県 80 洗⼼道場 東院剣友会 愛知県
25 丹陽剣志会 丹陽剣志会 愛知県 81 洗⼼道場 光雲剣友会 愛知県
26 瀬⼾神武館 瀬⼾神武館 愛知県 82 健礼会 近藤道場 健礼会 近藤道場 愛知県
27 瀬⼾神武館 ⽵内正⼆選抜 愛知県 83 健礼会 近藤道場 健礼会 鳴⼦台道場 愛知県
28 瀬⼾武道館 瀬⼾武道館 愛知県 84 愛知⻫年寺道場 愛知⻫年寺道場 愛知県
29 尾張旭少年剣友会 尾張旭少年剣友会 愛知県 85 愛知⻫年寺道場 ⻫年寺剣志会 愛知県
30 勝川剣友会 勝川剣友会 愛知県 86 南区少年剣和会 南区少年剣和会 愛知県
31 誠武館 誠武館 愛知県 87 蟹江剣友会 蟹江剣友会 愛知県
32 ⼩牧 桃武館 ⼩牧 桃武館 愛知県 88 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
33 ⼩牧武道館 ⼩牧武道館 愛知県 89 愛知県武道館剣道クラブ ⽊村良樹選抜 愛知県
34 ⼩牧武道館 秋⽥豊司選抜 愛知県 90 名城館 名城館 愛知県
35 愛知⽩帝館道場 ⽩帝館 愛知県 91 中川少年剣道育成会 中川育成会 愛知県
36 江南武道館 江南武道館 愛知県 92 露橋少年剣道会 露橋少年剣道会 愛知県
37 江南武道館 江南藤剣会 愛知県 93 アサヒ剣道教室 アサヒ剣道教室 愛知県
38 江南武道館 江南少年剣道教室 愛知県 94 ⼀ツ⽊剣道クラブ ⼀ツ⽊剣道クラブ 愛知県
39 師勝武道館 師勝武道館 愛知県 95 ⻄端剣道クラブ ⻄端剣道クラブ 愛知県
40 清栄会 清栄会 愛知県 96 安城篠⽬振⾵会 振⾵会 愛知県
41 鍾念道場 鍾念道場 愛知県 97 安城東部祥学館 安城東部祥学館 愛知県
42 鍾念道場 鍾念剣友会 愛知県 98 五⼼会 五⼼会 愛知県
43 学運堂剣道教室 学運堂剣道教室 愛知県 99 東レ居敬堂 東レ居敬堂 愛知県
44 扶桑少年剣道教室 扶桑少年剣道教室 愛知県 100 東レ居敬堂 東レ新鋭会 愛知県
45 扶桑少年剣道教室 ⻑⾕川勝英選抜 愛知県 101 岡崎警察署少年剣道育成会 岡少剣 愛知県
46 ⼭名剣友会 ⼭名剣友会 愛知県 102 愛知 愛⼼館 愛⼼館 愛知県
47 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 103 電友会 電友会 愛知県
48 ⻤崎剣道スポーツ少年団 伊藤智紀選抜 愛知県 104 電友会 鈴⽊正⾏選抜 愛知県
49 ⻤崎剣道スポーツ少年団 藤堂創⼠選抜 愛知県 105 ⻄尾尚武館 ⻄尾尚武館 愛知県
50 ⻤崎剣道スポーツ少年団 中村有毅選抜 愛知県 106 ⽞武道場 ⽞武道場 愛知県
51 新知剣道教室 新知剣道教室 愛知県 107 愛知錬⼼舘 愛知錬⼼館 愛知県
52 修徳館⽇⽐野道場 修徳館 愛知県 108 愛知 静⼼館 愛知 静⼼館 愛知県
53 修徳館⽇⽐野道場 ⿓⻁の会 愛知県 109 梅園剣道教室 梅園 愛知県
54 上野剣友会 上野剣友会 愛知県 110 初真会 初真会 静岡県
55 豊道会 豊道会 愛知県 111 ⽔⿓舘 ⽔⿓舘 静岡県
56 朝⽇少年剣道クラブ 朝⽇少年剣道クラブ 愛知県


