
高等学校　少林寺拳法部

都道府県 所属名 住所

北海道 大麻高等学校 江別市大麻１４７番地

北海道 士別翔雲高校 士別市東六条北6丁目24番地

北海道 旭川北高校 旭川市花咲町３丁目

北海道 富良野高校 富良野市末広町１−１

北海道 札幌開成高校 札幌市東区北２２条東２１丁目１−１

北海道 北海道中標津高校 標津郡中標津町西六条南５丁目１

北海道 苫小牧東高校 苫小牧市清水町２−１２−２０

北海道 札幌北陵高校 札幌市北区屯田７条８丁目５−１

北海道 北海道倶知安高校 虻田郡倶知安町北７条西２丁目

北海道 岩見沢東高校 岩見沢市東山町１１２岩見沢東高校

北海道 滝川高校 滝川市緑町４丁目５−７７

北海道 北海学園札幌高校 札幌市豊平区旭町４丁目１番４２号

北海道 名寄産業高校 名寄市西五条北５丁目１番地

北海道 北海道千歳北陽高校 千歳市北陽2丁目１０−５３

北海道 北海道旭川南高校 旭川市緑が丘東３条３丁目１番１号

北海道 北海道鷹栖高校 上川郡鷹栖町南一条１−２−１

青森県 五所川原工業高校 五所川原市大字湊字船越１９２

青森県 青森工業高校 青森市馬屋尻字清水流２０４番１

青森県 東奥義塾高校 弘前市石川字長者森６１−１

青森県 五所川原第一高校 五所川原市元町４２五所川原第一高校内

青森県 十和田工業高校 十和田市大字三本木字下平２１５−１

青森県 三本木高校 十和田市西五番町７−１

岩手県 江南義塾盛岡高校 盛岡市前九年３丁目８番２０号

宮城県 宮城県仙台第一高校 仙台市若林区元茶畑４番地

宮城県 仙台育英学園 仙台市宮城野区宮城野２−４−１

宮城県 塩釜高校 塩竈市泉ケ岡１０番１号

宮城県 聖和学園高校 仙台市若林区木ノ下３丁目４番１号

宮城県 東北高校 仙台市青葉区小松島４−３−１

宮城県 東北生活文化大学高校 仙台市泉区虹の丘１丁目１８番地

秋田県 秋田工業高校 秋田市保戸野金砂町３番１号

秋田県 秋田高校 秋田市手形中台１番地

秋田県 国学館高校 秋田市千秋明徳町３−３１

山形県 日本大学山形高校 山形市鳥居ケ丘４−５５

山形県 酒田光陵高校 酒田市大字宮海字新林４００

茨城県 石岡商業高校 石岡市東光台３−４−１

茨城県 つくば秀英高校 つくば市島名１５１番地

茨城県 茨城県立総和工業高校 古河市葛生１００４−１

茨城県 清真学園 鹿嶋市宮中字伏見４４４８−５

茨城県 土浦第二高校 土浦市立田町９番６号

茨城県 下館工業高校 筑西市玉戸１３３６−１１１

茨城県 坂東総合高校 猿島郡猿島町逆井２８３３
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茨城県 土浦湖北高校 土浦市菅谷町１５２５番地１

栃木県 作新学院高等学校 宇都宮市一の沢１丁目１−４１

栃木県 学悠館高校 栃木市沼和田町２番２号

栃木県 那須清峰高校 那須塩原市下永田６丁目４番地

栃木県 宇都宮工業高校 宇都宮市雀宮町５２番地

群馬県 桐生高等学校 桐生市美原町１番３９号桐生高校内

群馬県 樹徳高校 桐生市錦町１丁目１番２０号

群馬県 桐生工業高校 桐生市西久方町１丁目１番４１号

群馬県 前橋高校 前橋市下沖町３２１−１

群馬県 太田東高校 太田市台之郷町４４８

埼玉県 城北埼玉学園 川越市古市場５８５−１

埼玉県 山村学園高等学校 川越市田町１６−２

埼玉県 川越東高等学校 川越市大字久下戸６０６０

埼玉県 小川高校 比企郡小川町大塚１１０５

埼玉県 越ケ谷高校 越谷市越ヶ谷２７８８−１

埼玉県 埼玉県立いずみ高校 さいたま市中央区円阿弥７−４−１

埼玉県 和光国際高校 和光市広沢４−１

埼玉県 草加西高校 草加市原町２−７−１

埼玉県 狭山清陵高校 狭山市上奥富３４−３

埼玉県 秋草学園高校 狭山市堀兼２４０４

埼玉県 埼玉県立岩槻北陵高校 さいたま市岩槻区慈恩寺１１７−２

埼玉県 東野高校 入間市二本木１１２の１

千葉県 桜林高校 千葉市若葉区桜木北１−１７−３２

千葉県 横芝敬愛高等学校 山武郡横芝町栗山稔台４５０８

千葉県 千葉県立成田国際高校 成田市加良部３丁目１６番

千葉県 成田北高校 成田市玉造５丁目１番

千葉県 志学館高等部 木更津市真舟３−２９−１

東京都 城北学園 板橋区東新町２丁目２８−１

東京都 国立高校 国立市東４丁目２５−１

東京都 和光高校 町田市真光寺１２９１

東京都 城西大学附属城西中学・高等学校 豊島区千早町１−１０−２６

東京都 神田女学園高校 千代田区猿楽町２−３−６

東京都 東京電機大学中学校・高校 小金井市梶野町４丁目８−１

東京都 砂川高校 立川市泉町９３５−４

東京都 桜丘中学・高校 北区滝野川１丁目５１−１２

東京都 玉川学園 町田市玉川学園６丁目１−１

東京都 早稲田実業 国分寺市本町１丁目２番１号

東京都 日本大学第二高校 杉並区天沼１−４５−３３

東京都 順天高校 北区王子本町１−１７−１３

東京都 富士見丘学園 渋谷区笹塚３丁目１９番９号

東京都 東京立正中学・高校 杉並区堀ノ内２丁目４１−１５

東京都 都立清瀬高校 清瀬市松山３丁目１−５６
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東京都 錦城学園高校 千代田区神田錦町３丁目１錦城学園高校

東京都 共立女子第二中学・高校 八王子市元八王子町２丁目７８６少林寺拳法部

東京都 帝京中・高等学校 板橋区稲荷台２７−１

東京都 東京都立町田工業高校 町田市忠生１−２０−２

東京都 芝学園 港区芝公園３丁目５−３７

東京都 共栄学園 葛飾区お花茶屋２−６−１

東京都 東京都市大付属中高 世田谷区成城１−１３−１

東京都 都立東久留米総合高校 東久留米市幸町５−８−４６

東京都 都立府中工業高校 府中市若松町２−１９−１

東京都 都立羽村高校 羽村市羽４１５２−１

神奈川県 藤沢翔陵高校 藤沢市善行７丁目１−３

神奈川県 城山高校 相模原市城山町城山１−２６−１

神奈川県 慶應義塾高校 横浜市港北区日吉４丁目１−２

神奈川県 関東学院高校 横浜市南区三春台４番地

神奈川県 桐蔭学園高校 横浜市青葉区鉄町１６１４

神奈川県 海老名高校 海老名市中新田１−２６−１

神奈川県 聖光学院中学校・高等学校 横浜市中区滝之上１００

神奈川県 小田原高校 小田原市城山３丁目２６−１

神奈川県 神奈川県立有馬高校 海老名市社家２４０

神奈川県 神奈川県立西湘高校 小田原市酒匂１−３−１

神奈川県 神奈川県立座間高校 座間市入谷２−２６２

新潟県 新潟工業高校 新潟市西区小新西１丁目５−１

新潟県 新潟南高校 新潟市上所１丁目３番１号県立新潟南高等学校

新潟県 新津南高校 新潟市秋葉区矢代田３２００−１

新潟県 村上桜ケ丘高校 村上市飯野桜ヶ丘１０−２５

新潟県 西新発田高校 新発田市西園町３丁目１−２

新潟県 塩沢商工高校 南魚沼市泉盛寺７０１−１

新潟県 三条東高校 三条市北入蔵２丁目９番３６号

新潟県 新津高校 新潟市秋葉区秋葉１−１９−１

新潟県 白根高校 新潟市南区上下諏訪木１２１４

新潟県 新潟東高校 新潟市小金町２丁目６−１

石川県 金沢高校 金沢市泉本町３−１１１

石川県 金沢商業高等学校 金沢市小立野５丁目４番１号

石川県 金沢伏見高校 金沢市米泉町５丁目８５番地

石川県 小松高校 小松市丸内町二ノ丸１５

石川県 小松工業高校 小松市打越町丙67小松工業高等学校内

石川県 大聖寺高校 加賀市大聖寺永町３３番地の１大聖寺高校柔道場

石川県 金沢錦丘中学高校 金沢市窪６丁目２１８

石川県 小松明峰高校 小松市平面町ヘ７２番地

長野県 東海大学付属第三高校 茅野市玉川６７５

長野県 長野県塩尻志学館高等学校 塩尻市広丘高出４−４

岐阜県 岐阜県立海津明誠高校 海津市海津町高須町１１−１
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静岡県 常葉学園橘中高 静岡市葵区瀬名２丁目１−１

静岡県 静岡県立科学技術高校 静岡市葵区長沼５００−１

静岡県 静岡西高校 静岡市牧ケ谷６８０−１

静岡県 聖隷クリストファー中高 浜松市三方原町３４５３

静岡県 藤枝北高校 藤枝市郡９７０

静岡県 掛川工業高校 掛川市葵町１５−１

愛知県 愛知産業大学工業高校 名古屋市中区橘２丁目６番１５号

愛知県 愛知産業大学三河高校 岡崎市岡町字原山１２番地−１０

愛知県 春日丘高等学校 春日井市松本町１１０５春日丘高校

愛知県 聖カピタニオ女子高校 瀬戸市西長根町１３７

愛知県 中部大学第一高校 日進市大字三本木字細廻間４２５中部大学第一高等学校内

愛知県 鶴城丘高校 西尾市亀沢町３００

愛知県 岡崎学園高校 岡崎市稲熊町３丁目１１０

愛知県 聖霊中・高校 瀬戸市せいれい町２番地

愛知県 誉高校 小牧市大字本庄字郷浦２６１３ー２

三重県 鳥羽商船高専 鳥羽市池上町１番１号

京都府 京都女子中学・高校 京都市東山区今熊野北日吉町１７

京都府 京都外大西高校 京都市右京区山ノ内苗町３７番地

京都府 京都府立桃山高校 京都市伏見区桃山毛利長門東町８

京都府 京都廣学館高校 相楽郡精華町下狛中垣内４８

京都府 京都翔英高等学校 宇治市莵道大垣内３３−１０

京都府 京都西山高校 向日市寺戸町西野辺２５

京都府 峰山高校 京丹後市峰山町古殿１１８５

京都府 一燈園中学・高校 京都市山科区四ノ宮柳山町２９

大阪府 大阪ビジネスフロンティア高校 大阪市天王寺区烏ケ辻町２−９−２６

大阪府 堺工科高校 堺市堺区大仙中町１２−１

大阪府 大阪高校 大阪市東淀川区相川２丁目１８−５１

大阪府 大阪産業大学附属中学・高校 大阪市城東区古市１丁目２０−２６

大阪府 清明学院高校 大阪市住吉区墨江２丁目４−４

大阪府 桃山学院高校 大阪市阿倍野区昭和町３−１−６４

大阪府 泉北高等学校 堺市若松台３丁目２番２号

大阪府 大阪府立農芸高校 堺市美原区北余部５９５−１

大阪府 都島工業高校 大阪市都島区善源寺町１丁目５−６４

大阪府 大阪技能専門学校 岸和田市神須屋町４１３

大阪府 生野工業高校 大阪市生野区生野東２丁目３番６６号

大阪府 同志社香里高校 寝屋川市三井南町１５−１

大阪府 好文学園女子高校 大阪市西淀川区千舟３丁目８−２２

大阪府 岸和田高校 岸和田市岸城町１０−１

大阪府 大阪夕陽丘学園高校 大阪市天王寺区生玉寺町７−７２

兵庫県 賢明女子学院 姫路市本町６８賢明女子学院

兵庫県 村野工業高校 神戸市長田区五番町８−５

兵庫県 小野工業高校 小野市片山町１０３４−１
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兵庫県 生野学園高等学校 朝来市生野町栃原２８−２

兵庫県 灘中学校・灘高校 神戸市東灘区魚崎北町８丁目５−１

兵庫県 相生産業高校 相生市千尋町１０−５０相産業体育館内

兵庫県 松蔭女子学院 神戸市灘区青谷町３丁目４−４７

兵庫県 神戸龍谷高校 神戸市中央区中島通５−３−１

兵庫県 東洋大姫路高校 姫路市書写字木ノ下１６９９

兵庫県 報徳学園 西宮市上大市５丁目２８−１９ 報徳学園少林寺拳法道場

兵庫県 篠山産業高校 篠山市郡家４０３−１

兵庫県 柏原高校 丹波市柏原町東奥５０

兵庫県 葺合高校 神戸市中央区野崎通１丁目１番１号

兵庫県 三木高校 三木市加佐９３１

兵庫県 三田松聖高校 三田市四ツ辻１４３０

兵庫県 姫路商業高校 姫路市井ノ口４６８

兵庫県 鳴尾高校 西宮市学文殿町２丁目１−６０

奈良県 奈良工高専 大和郡山市矢田町２２番地

奈良県 奈良一条高校 奈良市法華寺町１３５１

奈良県 奈良文化高校 大和高田市東中１２７番地

和歌山県 南部高校 日高郡南部町芝４０７

和歌山県 神島高校 田辺市文里２丁目３３番１２号

和歌山県 熊野高校 西牟婁郡上富田町朝来６７０番地

和歌山県 向陽中学・高校 和歌山市太田１２７番地

和歌山県 智辯学園和歌山 和歌山市冬野２０６６−１智辯学園体育館

和歌山県 笠田高校 伊都郡かつらぎ町笠田東８２５

和歌山県 粉河高等学校 紀の川市粉河４６３２

和歌山県 田辺高校 田辺市学園１番７１号

和歌山県 有田中央高校 有田郡有田川町下津野４５９有田中央高校格技場

岡山県 岡山工業高校 岡山市北区伊福町４丁目３−９２

岡山県 関西高校 岡山市北区西崎本町１６−１

岡山県 金光学園 浅口市金光町占見新田１３５０

岡山県 東岡山工業高校 岡山市土田２９０−１

岡山県 笠岡商業高校 笠岡市笠岡３２０３

岡山県 倉敷翠松高校 倉敷市平田１５５

岡山県 岡山理大附属中学・高校 岡山市理大町１−１土生道場

岡山県 水島工業高校 倉敷市西阿知町１２３０

岡山県 総社高校 総社市総社３−９−１

広島県 広島城北学園 広島市東区戸坂城山町１−３

広島県 福山中・高等学校 福山市赤坂町大字赤坂９１０

広島県 広陵高校 広島市安佐南区沼田町伴４７５４番地

広島県 尾道高校 尾道市栗原町１２６８−１

広島県 修道学園 広島市中区南千田西町８−１

山口県 萩商工高校 萩市平安古５４４

山口県 宇部工業高等専門学校 宇部市常盤台２丁目１４番１号



高等学校　少林寺拳法部

山口県 山口農業高校 山口市小郡上郷９８０−１

山口県 柳井商工高校 柳井市伊保庄２６５８

徳島県 穴吹高校 美馬市穴吹町穴吹字岡３３

徳島県 鳴門渦潮高校 鳴門市撫養町南浜馬目木５８番地

徳島県 徳島北高校 徳島市応神町吉成中ノ瀬４０−６

徳島県 つるぎ高校 美馬郡つるぎ町貞光馬出６３−２

徳島県 辻高校 三好郡井川町御領田６１−１

徳島県 徳島県立城南高校 徳島市城南町二丁目２番８８号

香川県 多度津高校 仲多度郡多度津町栄町１丁目１−８２

香川県 三豊工業高校 観音寺市大野原町大野原５５３７

香川県 坂出第一高校 坂出市駒止町２丁目１−３

香川県 禅林学園高等学校 仲多度郡多度津町本通３−１−５９専門学校禅林学園

香川県 香川県藤井中学・高校 丸亀市新浜町１丁目１−１

愛媛県 宇和島東高等学校 宇和島市文京町１番１号

愛媛県 松山工業高校 松山市真砂町１番

愛媛県 新田高校 松山市山西町６６３新田高校

愛媛県 西条高校 西条市明屋敷２３４番地

高知県 高知工業高校 高知市桟橋通り２丁目１１番６号

高知県 高知中学高等学校 高知市北端町１００番地

福岡県 常磐高校 北九州市小倉南区志井１９３７番地

福岡県 福智高校 田川市伊田３９３４番地

福岡県 福岡県立嘉穂総合高校 嘉穂郡桂川町土師１１１７−１

佐賀県 佐賀県立武雄高校 武雄市武雄町大字武雄５５４０−２

長崎県 佐世保工業高校 佐世保市瀬戸越３丁目３番３０号

長崎県 対馬高校 対馬市厳原町東里１２０番地

熊本県 熊本高校 熊本市新大江１丁目８−１

熊本県 熊本県立大津高校 菊池郡大津町大津1340

大分県 楊志館高校 大分市桜ケ丘７−８

大分県 別府溝部学園高校 別府市野田78

宮崎県 延岡工業高校 延岡市緑ケ丘１丁目８番１号

宮崎県 都城工業高校 都城市五十町２４００番地

鹿児島県 鹿児島城西高校 日置市伊集院町清藤１９３８


