
第 34 回 令和4年度 多度津中学校少林寺拳法部 （香　川） 豊島区なぎなた連盟 （東　京） 水戸クラブ （茨　城）

京都女子中学校少林寺拳法部 （京　都） 島根県なぎなた連盟 （島　根）

令和3年度 （全日本少年少女武道錬成大会不開催により実施せず）

令和2年度 （全日本少年少女武道錬成大会不開催により実施せず）

第 33 回 令和元年度 和歌山岩出スポーツ少年団 （和歌山） 木津川市なぎなたクラブ （京　都） 紫波銃剣道クラブ （岩　手）

デンソー少林寺拳法部 （愛　知） 大田区なぎなた連盟 （東　京）

第 32 回 平成30年度 タドツスポーツ少年団 （香　川） 宇都宮市なぎなた教室 （栃　木） 掛川銃剣道連盟 （静　岡）

洛東スポーツ少年団 （京　都） 汎愛チューリップクラブ （大　阪）

第 31 回 平成29年度 萩スポーツ少年団 （山　口） 公益財団法人 修武館 （兵　庫） 元気道場 （新　潟）

佐賀有田スポーツ少年団 （佐　賀） 岡山県養徳館なぎなた部 （岡　山）

第 30 回 平成28年度 大野原スポーツ少年団 （香　川） 瑞穂なぎなたスポーツ少年団 （千　葉）
福井県立武道館武道学園

銃剣道・短剣道教室
（福　井）

水戸スポーツ少年団 （茨　城） 奈良市なぎなた連盟 （奈　良）

第 29 回 平成27年度 国分寺スポーツ少年団 （香　川） 江東区なぎなた連盟 （東　京） 瑞穂総合クラブ （岐　阜）

打田町スポーツ少年団 （和歌山） 北条なぎなたスポーツ少年団 （愛　媛）

第 28 回 平成26年度 備中高松スポーツ少年団 （岡　山） 会津なぎなたスポーツ少年団 （福　島） 福島市銃剣道・短剣道スポーツ少年団 （福　島）

猪名川スポーツ少年団 （兵　庫） (公財)伊丹スポーツセンター なぎなた教室 （兵　庫）

第 27 回 平成25年度 岡山幡多スポーツ少年団 （岡　山） やまびこなぎなたスポーツ少年団 （岩　手） 名寄ピヤシリ銃剣道少年団 （北海道）

堺仁徳少年団 （大　阪） 髙瀬なぎなた同好会 （香　川）

第 26 回 平成24年度 高石スポーツ少年団 （大　阪） 鯖江なぎなたクラブ （福　井） 大村市銃剣道少年クラブ （長　崎）

稲生クラブ （三　重）

第 25 回 平成23年度 泉洲白蓮スポーツ少年団 （大　阪） 入間市あおぞらスポーツ少年団 （埼　玉） 九徳塾 （滋　賀）

平成23年度 金沢中村スポーツ少年団 （石　川） 美原なぎなた連盟 （大　阪）

第 24 回 平成22年度 昆陽支部 （兵　庫） 弥富市なぎなた連盟 （愛　知） 名倉銃剣道クラブ （兵　庫）

平成22年度 大日支部 （千　葉） 江の浦なぎなたスポーツ少年団 （山　口）

第 23 回 平成21年度 福岡西支部 （福　岡） 住吉武道館 （大　阪） 山口県銃剣道ジュニアクラブ （山　口）

平成21年度 東近江支部 （滋　賀） 習志野市なぎなた連盟 （千　葉）
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第 22 回 平成20年度 札幌厚別支部 （北海道） 幸手市なぎなた連盟 （埼　玉） 千歳少年銃剣道クラブ （北海道）

平成20年度 福島双葉支部 （福　島） 八王子市なぎなたスポーツ少年団 （東　京）

第 21 回 平成19年度 札幌あかしやスポーツ少年団 （北海道） 吉田なぎなたスポーツ少年団 （静　岡） 小奴可剣友会 （広　島）

平成19年度 国立支部 （東　京） 愛知県なぎなた連盟 （愛　知）

第 20 回 平成18年度 橋本西支部 （和歌山） 富津市なぎなた連盟 （千　葉） 大阪府銃剣道連盟太山道場 （大　阪）

平成18年度 芦屋支部 （兵　庫） 松本市なぎなた連盟田川教室 （長　野）

第 19 回 平成17年度 名古屋なるこ支部 （愛　知） みたけなぎなたスポーツ少年団 （岩　手） 勝北銃剣道クラブ （岡　山）

平成17年度 宇和島支部 （愛　媛） 和歌山市雄湊なぎなたクラブ （和歌山）

第 18 回 平成16年度 市原支部 （千　葉） 上尾市なぎなた連盟 （埼　玉） 練馬北町少年剣友会 （東　京）

平成16年度 熊本荒尾支部 （熊　本） 君津市なぎなた連盟 （千　葉）

第 17 回 平成15年度 石狩花川支部 （北海道） 調布市なぎなたスポーツ少年団 （東　京） 旭川春光銃剣道クラブ （北海道）

平成15年度 奈良中央支部 （奈　良） 横須賀なぎなた協会 （神奈川）

第 16 回 平成14年度 盛岡中部支部 （岩　手） 勝田なぎなたスポーツ少年団 （茨　城） 七ヶ浜少年スポーツ銃剣道クラブ （宮　城）

平成14年度 奈良信貴支部 （奈　良） 西原なぎなたクラブ （沖　縄） 今津町銃剣道スポーツ少年団 （滋　賀）

第 15 回 平成13年度 八戸岬支部 （青　森） 会津なぎなたスポーツ少年団 （福　島） 松任市銃剣道スポーツ少年団 （石　川）

脇町東支部 （徳　島） 大分東部スポーツ少年団 （大　分） 大矢知町銃剣道クラブ （愛　知）

第 14 回 平成12年度 八王子支部 （東　京） 下部町なぎなたスポーツ少年団 （山　梨） 吉田町銃剣道スポーツ少年団 （静　岡）

平成12年度 延岡東支部 （宮　崎） 石津なぎなたクラブ （大　阪）

第 13 回 平成11年度 秋田大曲支部 （秋　田） 三郷クラブ （長　野） 守道館道場 （茨　城）

平成11年度 多賀城城南支部 （宮　城） 大和郡山市なぎなた連盟 （奈　良） 泗水町少年クラブ （熊　本）

第 12 回 平成10年度 栃木鹿沼支部 （栃　木） 木更津市なぎなた連盟 （千　葉） 小林錬成館道場 （千　葉）

平成10年度 渋川支部 （群　馬） 土佐清水なぎなたクラブ （高　知）

第 11 回 平成9年度 三国港支部 （福　井） 若出山なぎなたスポーツ少年団 （宮　城）
青森県銃剣道連盟北五支部

五所川原銃剣道教室
（青　森）

平成9年度 厚木支部 （神奈川） 木津町スポーツ少年団なぎなたクラブ （京　都） 春日井市銃剣道連盟不二支部 （埼　玉）

第 10 回 平成8年度 熱海支部 （静　岡） 幕張なぎなたスポーツ少年団 （千　葉） 秀芳館 （岩　手）

平成8年度 埼玉鶴瀬支部 （埼　玉） 福野町なぎなたスポーツ少年団 （富　山）
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第 9 回 平成7年度 八戸東支部 （青　森） 大垣市なぎなた少年団 （岐　阜） 小山市銃剣道連盟少年部 （栃　木）

平成7年度 石神井東支部 （東　京） 与那原町なぎなたスポーツ少年団 （沖　縄）

第 8 回 平成6年度 多賀城支部 （宮　城） 鶴沢なぎなたスポーツ少年団 （千　葉） 水原郷銃剣道連盟少年部 （新　潟）

平成6年度 市原有秋支部 （千　葉） 富士市なぎなた連盟 （静　岡） 瑞穂町田所スポーツ少年団 （島　根）

第 7 回 平成5年度 生駒支部 （奈　良） 坂城町スポーツ少年団なぎなた部 （長　野） 甲府市銃剣道スポーツ少年団 （山　梨）

平成5年度 津山支部 （岡　山） 中野区なぎなた連盟中野教室 （東　京）

第 6 回 平成4年度 玉島北スポーツ少年団支部 （岡　山） 成田山道場 （大　阪） 真室川町銃剣道スポーツ少年団 （山　形）

平成4年度 薩洲天文館青少年支部 （鹿児島） 琴平松風会 （香　川）

第 5 回 平成3年度 秋田雄物川支部 （秋　田） 小倉台なぎなたスポーツ少年団 （千　葉） 福井市南署スポーツ少年団 （福　井）

平成3年度 天竜川支部 （静　岡） 菅原白梅なぎなたクラブ （大　阪） 熊本県銃剣道連盟少年部 （熊　本）

第 4 回 平成2年度 北ノ庄スポーツ少年団支部 （福　井） 港区玉恵会 （東　京） 羽後町銃剣道スポーツ少年団 （秋　田）

平成2年度 延岡道院 （宮　崎） 奈良市なぎなた連盟 （奈　良） 須賀川市銃剣道スポーツ少年団 （福　島）

第 3 回 平成元年度 村上スポーツ少年団 （新　潟） 江東クラブ （東　京） 石狩銃剣道スポーツ少年団 （北海道）

昭和58年度 鹿児島錦江支部 （鹿児島） 熊本武道館なぎなた教室 （熊　本） 掛川市銃剣道少年団 （静　岡）

第 2 回 昭和63年度 鎌ヶ谷東青少年支部 （千　葉） 千葉県なぎなた連盟幸町グループ （千　葉） 新道武道館 （愛　知）

昭和63年度 山梨一宮青少年支部 （山　梨） 養徳館 （岡　山） 彦根スポーツ銃剣道少年団 （滋　賀）

第 1 回 昭和62年度 水島スポーツ少年団 （岡　山） （財）修武館 （兵　庫） 大阪剣和会天王寺道場 （大　阪）

昭和62年度 瀬戸町スポーツ少年団 （岡　山） 剣友会本間道場 （神奈川）


