
１〜３年⽣団体形
Ａブロック Ｂブロック

太気会Ａ 志武館 寺⽥道場Ｂ岩内クラブ ユヤーズＣ修道館Ｄ 濤学館Ａ 拳忍会登別

太気会Ａ ユヤーズＣ
志武館 修道館Ｄ
寺⽥道場Ｂ 濤学館Ａ

岩内クラブ 拳忍会登別

Ｃブロック Ｄブロック
明武会Ｂ ユヤーズＡ⽊村道場Ｆ濤豊館 濤学館Ｃ 北星館 修道館Ｂ 北櫻館

明武会Ｂ 濤学館Ｃ
ユヤーズＡ 北星館
⽊村道場Ｆ 修道館Ｂ

濤豊館 北櫻館

Ｅブロック Ｆブロック
明空義塾札幌 濤学館Ｄ 寺⽥道場Ａ 明武会Ａ Ｚｉｐ⿇⽣Ｂ太気会Ｂ ⽊村道場Ｇ修道館Ｅ

明空義塾札幌 Ｚｉｐ⿇⽣Ｂ
濤学館Ｄ 太気会Ｂ
寺⽥道場Ａ ⽊村道場Ｇ

明武会Ａ 修道館Ｅ

Ｇブロック Ｈブロック
志聖舘 明武会 ユヤーズＢ 0 修道館Ｃ ⽊村道場Ｈ 濤学館Ｅ 寺⽥道場C

志聖舘 修道館Ｃ
明武会 ⽊村道場Ｈ
ユヤーズＢ 濤学館Ｅ

寺⽥道場C

Ｉブロック
修道館Ａ 太気会Ｃ 濤学館Ｂ 0

修道館Ａ
太気会Ｃ
濤学館Ｂ

４〜６年⽣団体形
Ａブロック Ｂブロック

ＪＫＳ弘⼼館濤学館Ａ 濤豊館Ａ 北星館Ｂ 和道流空⽞塾 ユヤーズＢ世界連盟千歳Ｂ ⼤⿇空⼿少年団

ＪＫＳ弘⼼館 和道流空⽞塾

濤学館Ａ ユヤーズＢ
濤豊館Ａ 世界連盟千歳Ｂ

北星館Ｂ ⼤⿇空⼿少年団

Ｃブロック Ｄブロック
⼀志会Ｂ ⽊村道場Ｉ太気会 寺⽥道場Ｄ 平澤道場 ユヤーズＤ明空義塾札幌 修道館Ａ

⼀志会Ｂ 平澤道場
⽊村道場Ｉ ユヤーズＤ
太気会 明空義塾札幌

寺⽥道場Ｄ 修道館Ａ

Ｅブロック Ｆブロック
ユヤーズＣ明武会 濤豊館Ｃ ⼩松道場 魁星舘 世界連盟千歳Ａ 寺⽥道場Ｂ 誠章館

ユヤーズＣ 魁星舘
明武会 世界連盟千歳Ａ

濤豊館Ｃ 寺⽥道場Ｂ

⼩松道場 誠章館

Ｇブロック Ｈブロック
岩内クラブユヤーズＡ⼀志会Ａ 濤学館Ｂ 志武館 寺⽥道場Ｃ濤豊館Ｄ 勧仁塾道場

岩内クラブ 志武館
ユヤーズＡ 寺⽥道場Ｃ
⼀志会Ａ 濤豊館Ｄ

濤学館Ｂ 勧仁塾道場

Ｉブロック Ｊブロック
北星館Ａ 寺⽥道場Ａ修道館Ｃ Ｚｉｐ⿇⽣Ｃ 修道館Ｂ 札幌⻫藤道場 濤豊館Ｂ 鵡川清流会

北星館Ａ 修道館Ｂ
寺⽥道場Ａ 札幌⻫藤道場

修道館Ｃ 濤豊館Ｂ

Ｚｉｐ⿇⽣Ｃ 鵡川清流会



１２年男⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

北櫻館 寺⽥道場Ａ⽊村道場Ａ 0 松濤会 旭川誠和会 濤学館Ｂ ユヤーズＢ

北櫻館 松濤会
寺⽥道場Ａ 旭川誠和会
⽊村道場Ａ 濤学館Ｂ

ユヤーズＢ

Ｃブロック Ｄブロック

修道館 明空義塾札幌 ユヤーズＡ 志武館 寺⽥道場Ｂ 明武会 岩内クラブ 0

修道館 寺⽥道場Ｂ
明空義塾札幌 明武会
ユヤーズＡ 岩内クラブ

志武館

３４男⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

平澤道場A 明空義塾札幌 ユヤーズB 濤学館B 寺⽥道場C 太気会C 濤豊館A コナミ

平澤道場A 寺⽥道場C
明空義塾札幌 太気会C
ユヤーズB 濤豊館A

濤学館B コナミ

Ｃブロック Ｄブロック

教研室蘭B 札幌⻫藤道場 修道館B 真統館・⼀志会 ⽊村道場E Zip⿇布A ユヤーズA 志聖舘

教研室蘭B ⽊村道場E
札幌⻫藤道場 Zip⿇布A
修道館B ユヤーズA
真統館・⼀志会 志聖舘

Ｅブロック Ｆブロック

⼩松道場 寺⽥道場B 明倫館 佛⼼塾 教研拳忍合同 太気会A 志武館 寺⽥道場A

⼩松道場 教研拳忍合同

寺⽥道場B 太気会A
明倫館 志武館

佛⼼塾 寺⽥道場A

Ｇブロック Ｈブロック

魁星舘A 教研室蘭A 平澤道場B 濤豊館B ユヤーズC 明武会 岩内クラブ 0

魁星舘A ユヤーズC
教研室蘭A 明武会
平澤道場B 岩内クラブ

濤豊館B

Ｉブロック

修道館A 萌空会 ⽊村道場C 0

修道館A
萌空会
⽊村道場C

５６男⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

明空維新軍志濤館 王⼦製紙空⼿道部 佛⼼塾 北星館 濤学館A ユヤーズD 豊⼼会B

明空維新軍 北星館
志濤館 濤学館A
王⼦製紙空⼿道部 ユヤーズD

佛⼼塾 豊⼼会B

Ｃブロック Ｄブロック

太気会 平澤道場 ユヤーズC 旭川誠和会 コナミ⻄岡 ユヤーズA 岩内クラブ 鵡川清流会

太気会 コナミ⻄岡
平澤道場 ユヤーズA
ユヤーズC 岩内クラブ

旭川誠和会 鵡川清流会

Ｅブロック Ｆブロック
松濤会北道場 成空会川沿 明空三銃⼠志武館・⼀志会 豊⼼会A コナミ 濤豊館 松濤会

松濤会北道場 豊⼼会A
成空会川沿 コナミ
明空三銃⼠ 濤豊館
志武館・⼀志会 松濤会

Ｇブロック Ｈブロック

濤学館B ユヤーズB 明武会 寺⽥道場 ⻫藤道場 志武館 ⼩松道場 明空正規軍

濤学館B ⻫藤道場
ユヤーズB 志武館
明武会 ⼩松道場

寺⽥道場 明空正規軍



１２年⼥⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

濤学館A 修道館 拳忍会・教研 寺⽥道場 ⽊村道場B 寺⽥＆明空 ユヤーズB 0

濤学館A ⽊村道場B
修道館 寺⽥＆明空
拳忍会・教研 ユヤーズB

寺⽥道場

Ｃブロック

ユヤーズA 明空義塾札幌 太気会 0

ユヤーズA
明空義塾札幌

太気会

３４⼥⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

濤学館A 北星館 明空義塾札幌 明武会 旭川誠和会 濤学館C 平澤＆明空 ⽊村道場D

濤学館A 旭川誠和会
北星館 濤学館C
明空義塾札幌 平澤＆明空

明武会 ⽊村道場D

Ｃブロック Ｄブロック

ユヤーズ 寺⽥道場 松濤会 濤豊館 萌空会 平澤道場 松濤会北道場 0

ユヤーズ 萌空会
寺⽥道場 平澤道場
松濤会 松濤会北道場

濤豊館

５６⼥⼦組⼿

Ａブロック Ｂブロック

北星館A ⽊村道場J 修道館 平澤＆明空 平澤道場 太気会 志武館 ユヤーズA

北星館A 平澤道場
⽊村道場J 太気会
修道館 志武館

平澤＆明空 ユヤーズA

Ｃブロック Ｄブロック

濤豊館 佛⼼塾 北星館B 札幌⻫藤道場 ⼀志会 ユヤーズB 寺⽥道場 志濤館

濤豊館 ⼀志会
佛⼼塾 ユヤーズB
北星館B 寺⽥道場
札幌⻫藤道場 志濤館


