
第５回慶應杯争奪柔道大会
 プログラム

           と  き：平成１５年３月３０日（日）  １０：００開会

           ところ：慶應義塾大学日吉柔道場

☆ タイムテーブル

           9:00 開  場
           9:30 監督打合せ

          10:00 開会式

          10:10 試  合      男子中学予選リーグ 14 試合（第 1 試合場）

                     男子高校予選リーグ 16 試合（第 2 試合場）

12:20             女子トーナメント戦 21 試合（第 1 試合場）

          14:30             男子中学準決勝  2 試合（第 1･2 試合場）

          14:40             男子高校準決勝  2 試合（第 1･2 試合場）

          15:00             女子決勝  2 試合（中央試合場）

          15:10             男子中学決勝  1 試合（中央試合場）

          15:20             男子高校決勝  1 試合（中央試合場）

          16:00 合同稽古

          16:30  表彰・閉会式

☆ 試合方法

 ①男子中学の部：団体戦（３人点取り戦）予選リーグ戦・決勝トーナメント戦

 ②男子高校の部：団体戦（５人点取り戦）予選リーグ戦・決勝トーナメント戦

 ③女子の部　　：個人戦（中高混合 2 階級制：52kg 以下･52kg 超）トーナメント戦

☆ 表  彰

① 表 彰     ：優勝・準優勝・３位（個人戦は準優勝まで）

② 優秀選手賞：１２名（団体戦のみ。高校・中学合わせて）

③ 参  加  賞：出場選手全員

☆ キャンパス案内

 日吉キャンパス内をご案内をさせて頂きますので、ご案内をご希望の方は、お気軽

に「大会本部」までお申し出下さい。

 なお、本日の試合結果を含め、慶應義塾体育会柔道部の活動内容については、随時

 公式ホームページ（　http://www.mitajuyukai.gr.jp/　）にて公開しておりますので、ご

活用下さい。

 

 

 

 

 

 

　主 催 ： 慶応義塾体育会柔道部

連 絡 先  TEL  045-563-9941（合宿所）

E-mail 　 info@ mitajuyukai.gr.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.mitajuyukai.gr.jp/

　協 賛 ：サントリーフーズ株式会社



〈男子中学トーナメント表〉
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〈男子高校
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１．浅野学園中学

２．慶應義塾普通部

３．朝飛道場 B
                 
４．　　―

５．暁星中学

６．東北学院中学 A
７．京華中学
                                          １６

                  

                               １５

                 

トーナメント表〉

                                                     

８．高知学芸中学

９．開成学園中学

10．慶應義塾藤沢中

11．東北学院中学 B
12．巣鴨学園中学

13．城北中学

14．朝飛道場 A
           

１．桐蔭学園高校

２．東北学院高校 B
３．暁星高校

４．慶應義塾志木･日吉高

                                ⑰

                   

                                          ⑲

５．高知学芸高校

６．城北高校

７．市立桜丘高校

８．慶應義塾藤沢高
                  

９．東北学院高校 A
10．京華高校

11．県立横浜平沼高校

12．市立沼津高校

                                ⑱

  
                 

13．桐朋高校

14．開成学園高校

15．巣鴨学園高校



＊は、中学生
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島田　奈央子

（桐蔭学園高校）大水　麻美

西島　百々子 （沼津市立沼津高校）

遠藤　優美 （朝飛道場）

　　○５２kg超

中村　紗也香

和田　彩

萩生田　直美

金子　佳未

原田　瑞穂

鈴木　優

中山　彩香

平野　稚絵

黒江　優希 （朝飛道場）

小泉　萌那美

（桐蔭学園高校）

（横浜市立桜丘高校）
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　　○５２kg以下

竹内　利枝 （沼津市立沼津高校）
9

1

芹澤　佳代子

7

庄司　菜々子 （沼津市立沼津高校）

（沼津市立沼津高校）

17
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19

＊

＊
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（朝飛道場）

（朝飛道場）

（沼津市立沼津高校）

（桐蔭学園高校）

（桐蔭学園高校）

（桐蔭学園高校）

村上　奈央 （県立横浜平沼高校）

（沼津市立沼津高校）

小野村　智子 （桐蔭学園高校）

宇佐美　喜子 （東洋英和女学院中学）

（横浜市立桜丘高校）

（横浜市立桜丘高校）

＊

＊

石原　麻未 （桐蔭学園高校）

丸山　絢香

（横浜市立桜丘高校）

梅原　瑠里子 （沼津市立沼津高校）

小野　茉莉絵 （桐蔭学園高校）

〈女子トーナメント表〉

＊

斉藤　輝子



時間 試 合 第 1試合場 第 2試合場

10:10 予選ﾘｰｸﾞ戦 １ 浅野学園中学 慶應義塾普通部 ① 桐蔭学園高校 東北学院高校Ｂ

２ 暁星中学 東北学院中学Ａ ② 高知学芸高校 城北高校

３ 高知学芸中学 開成学園中学 ③ 東北学院高校Ａ 京華高校

４ 東北学院中学Ｂ 巣鴨学園中学 ④ 桐朋高校 開成学園高校

５ 慶應義塾普通部 朝飛道場Ｂ ⑤ 暁星高校 慶應志木･日吉高

６ 東北学院中学Ａ 京華中学 ⑥ 市立桜丘高校 慶應義塾藤沢高

７ 開成学園中学 慶應義塾藤沢中 ⑦ 県立横浜平沼高校 市立沼津高校

８ 城北中学 朝飛道場Ａ ⑧ 開成学園高校 巣鴨学園高校

９ 浅野学園中学 朝飛道場Ｂ ⑨ 桐蔭学園高校 暁星高校

10 暁星中学 京華中学 ⑩ 高知学芸高校 市立桜丘高校

11 高知学芸中学 慶應義塾藤沢中 ⑪ 東北学院高校Ａ 県立横浜平沼高校

12 東北学院中学Ｂ 朝飛道場Ａ ⑫ 桐朋高校 巣鴨学園高校

13 巣鴨学園中学 城北中学 ⑬ 東北学院高校Ｂ 慶應志木・日吉高

⑭ 城北高校 慶應義塾藤沢高

12:30 ⑮ 京華高校 市立沼津高校
女子の部

（準決勝まで）

14:30 中学 準決勝 15 （A ﾌﾞﾛｯｸ勝者） （B ﾌﾞﾛｯｸ勝者） 16 （C ﾌﾞﾛｯｸ勝者） （D ﾌﾞﾛｯｸ勝者）

14:40 高校 準決勝 ⑰ （A ﾌﾞﾛｯｸ勝者） （B ﾌﾞﾛｯｸ勝者） ⑱ （C ﾌﾞﾛｯｸ勝者） （D ﾌﾞﾛｯｸ勝者）

15:00 女子 決勝

15:10 中学 決勝 17

15:20 高校 決勝 ⑲

〈中学予選リーグ対戦表〉

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

１ １－２ ２ ５－６ ３      ８－９ ４ １１－１２

５ ２－３ ６ ６－７ ７    　９－１０ ８ １３－１４

９ １－３ 10 ５－７ 11      ８－１０ 12 １１－１４

― 13 ― ― 14 １２－１３

〈高校予選リーグ対戦表〉

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

① １－２ ② ５－６ ③      ９－１０ ④ １３－１４

⑤ ３－４ ⑥ ７－８ ⑦    １１－１２ ⑧ １４－１５

⑨ １－３ ⑩ ５－７ ⑪      ９－１１ ⑫ １３－１５

⑬ ２－４ ⑭ ６－８ ⑮    １０－１２ ⑯ ―

＊女子の準決勝が終了しだい、高校の A･B またはＣ・D ﾌﾞﾛｯｸは「第 1 試合場」に移動する。

試 合 進 行 表



顧問 平山 与八・西澤 正樹 顧問 鈴木　淑博 顧問 顧問 大塩　隆司 顧問 光藤　賢

田島　優 森島　聖 羽沢　頼誠 明石　響 鈴木　和生

豊田　弘輝 山縣　秀太郎 松木　武志 小山　晃弘 奈良田　圭

石沢　尭大 市野　紘平 小山　政慶 高木　洋輔 柳澤　太河

顧問 渡辺　俊光 顧問 花岡　喜一 顧問 野村　正信 顧問 松本　英治 顧問 長谷部　俊

森本　健人 酒井　渉太 宮脇　涼 碇　壮太 飯沼　慶治郎

高橋　秀和 飯塚　康太 諸澤　俊太郎 西本　光志 石島　健

笠原　由光 笹本　昇次郎 戸梶　佑彌 春山　晃 西川　英幸

顧問 渡辺　俊光 顧問 大嵩﨑　日出夫 顧問 真木　康彦 顧問

関口　高裕 持田　曜弘 花谷　泰明 羽賀　善之介

宮城　広典 大薗　正明 飯島　健太 小林　勝弘

日野　靖成 堀越　竜太 山本　久央 藤川　透也

顧問 鈴木　寛人 顧問 石黒　清 顧問 光藤　賢 顧問 山田　季孝 顧問 鏑木　文隆

笠井　貢太 浪岡　裕 秋山　宗太郎 西澤　実 久保田　誠

坂井　勇貴 今井　努 秋山　直樹 中島　成隆

小野村　俊哉 高橋　実 照井　新矢 垣田　健次

黒澤　平 川畑　圭 上谷　祐次亮 安武　祐次郎

本田　英彦 松岡　拓郎 宮坂　龍一

顧問 野村　正信 顧問 真木　康彦 顧問 津田　武 顧問 大塩　隆司 顧問 石黒　清

土田　賢太朗 檪岡　亮平 川嶋　康記 長島　慶典 下屋　孝太郎

岡村　景士 島津　啓 鈴木　貴志 星野　雅広 角田　雄也

飛田　諭志 塩田　崇行 遠藤　重吾 南　良太 松尾　大河

小松　祐介 北村　怜 尾野　勝 服部　知孝 高橋　宏和

松本　大助 佐原　輝 米倉　正洋 前田　英三郎 角田　憲之

顧問 花岡　喜一 顧問 薄井　雅浩 顧問 荻島　康功 顧問 和賀　一 顧問 松本　英治

酒井　雅安 中村　祐樹 後藤　崇光 吉野　統厚 鈴木　崇雅

眞田　光行 迫田　和也 山崎　真司 村田　晴光 石毛　文隆

土屋　貴裕 定成　悟伺 相磯　利典 金　尚志 西沢　威人

佐藤　恭平 朴　安理 西川　周佑 千田　一臣 松平　慶

本山　春樹 田中　敬人 矢野　琢丸 東野　大輔 渡辺　元気

顧問 大嵩﨑　日出夫 顧問 平山 与八・西澤 正樹

関本　輝雄 藤原　佳

鳥居　大飛 多田　美彦

浅野　祥範 舩坂　良輔

西村　佳 森　一弘

新井　清信 吉田　侑平

顧問 顧問 根木谷　信一 顧問 津田　武 顧問 鈴木　寛人

遠藤　優美 梅原　瑠里子 斉藤　輝子 小野　茉莉絵

原田　瑞穂 西島　百々子 島田　奈央子 中村　紗也香

黒江　優希 金子　佳未 丸山　絢香 中山　彩香

小泉　萌那美 庄司　菜々子 和田　彩 石原　麻未

平野　稚絵 鈴木　優

芹澤　佳代子 大水　麻美

竹内　利枝 小野村　智子

萩生田　直美

顧問 中村　健二 顧問 薄井　雅浩

宇佐美　喜子 村上　奈央

４．慶應義塾高校

１０．慶應義塾中等部

１３．城北中学 １４．朝飛道場　A

４．慶應義塾志木高校

９．東北学院高校　A

１２．沼津市立沼津高校 １３．桐朋高校 １４．開成学園高校

７．横浜市立桜丘高校 ８．慶應義塾湘南藤沢高等部

東洋英和女学院中学部 神奈川県立横浜平沼高校

朝飛道場 沼津市立沼津高校 桐蔭学園高校横浜市立桜丘高校

＜女子の部＞

１．桐蔭学園高校

１６．浅野学園高校

１１．神奈川県立横浜平沼高校

５．高知学芸高校

１５．巣鴨学園高校

６．城北高校

１０．京華高校

６．東北学院中学　A

＜中学の部＞

４．慶應義塾湘南藤沢中等部

＜高校の部＞

１２．巣鴨学園中学１１．東北学院中学　B

７．京華中学

２．東北学院高校　B ３．暁星高校

出 場 選 手 名 簿

８．高知学芸中学

３．朝飛道場　B ５．暁星中学２．慶應義塾普通部

９．開成学園中学

１．浅野学園中学


