
第１０回慶應杯争奪柔道大会 
プログラム 

と  き：平成２０年３月２２日（土）  ９：３０開会 
ところ：慶應義塾大学日吉柔道場 

 

☆タイムテーブル 

    ８：００   開 場 
  ９：００   監督打合せ 
  ９：３０   開会式 
  ９：４０   試合開始 中学 / 高校(予選リーグ戦) 
  中学（決勝リーグ） 

高校Ｏリーグ(決勝トーナメント戦) 
  女子(トーナメント戦) 
１４：３５ 高校 / 女子準決勝 
 １５：２５         中学 / 女子 / 高校決勝 
 １６：２５   表彰・閉会式                           

☆試合方法 

①中学の部：３人点取り戦 予選リーグ戦・決勝リーグ戦 
②高校の部（Ｋ・Ｏリーグ）：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：２４名（団体戦のみ。Ｋリーグ６名・Ｏリーグ１０名・中学８名） 
③参  加  賞：出場選手全員 

☆キャンパス案内 

日吉キャンパス内のご案内をさせていただきますので、ご案内をご希望の方は、お気軽に

「大会本部」までお申出下さい。 
なお、本日の試合結果を含め、慶應義塾體育會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/ ） 、 及 び 、 学 生 ホ ー ム ペ ー ジ
（ http://homepage2.nifty.com/keiojudo/ ）にて公開しておりますので、ご活用ください。 

 
 
 
 

 

   主 催 ： 慶應義塾体育会柔道部 
                連 絡 先  TEL  045-563-9941（合宿所）   E-mail  keiojudo@yahoo.co.jp 

                ホームページ  URL  http://www.mitajuyukai.gr.jp/ 

   協 賛 ： サントリー㈱、㈱大治、㈱大戸屋 
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１愛光学園中学
２海城中学
３浅野中学
４戸塚高校クラブ

Ａブロック勝者
５沼津中学 Ｂブロック勝者
６高輪学園中学 Ｃブロック勝者
７聖光学院中学

８立教新座中学
９開成中学
10逗子開成中学

11高知学芸中学
12國學院久我山中学
13法政第二中学

14東北学院中学
15駒込中学 Ｄブロック勝者
16鎌倉学園中学 Ｅブロック勝者

Ｆブロック勝者
17成城中学
18慶應湘南藤沢中学
19京華中学

１―２３

＜男子中学の部＞

Ｅ

Ｆ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

 
 

 

 
＜男子中学対戦表＞ 

男子中学の部（第４試合場） 

試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 

１ １－２ １１ ８－１０ ２１ Ｄ勝者―Ｅ勝者 

２ ３－４ １２ １１－１３ ２２ Ａ勝者―Ｃ勝者 

３ ５－６ １３ １４－１６ ２３ Ｄ勝者―Ｆ勝者 

４ ８－９ １４ １７－１９ ２４ Ｂ勝者―Ｃ勝者 

５ １１－１２ １５ ６－７ ２５ Ｅ勝者―Ｆ勝者 

６ １４－１５ １６ ９－１０  

７ １７－１８ １２－１３ １７ 

８ １－３ １５－１６ １８ 

９ ２－４ １８－１９ １９ 

１０ ５－７ Ａ勝者―Ｂ勝者 ２０ 
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１つくば秀英高校
２愛光学園高校
３法政第二高校
４立教新座高校

５宇都宮高校
６習志野高校
７駒込高校
８沼津高校

＜男子高校の部Kリーグトーナメント表＞

Aブロック1位

Bブロック2位

Aブロック2位

１―１９

２―２０

１―２７

A

B
Bブロック1位

 
 

＜男子高校の部Ｋリーグ予選対戦表＞ 

男子高校の部Ｋリーグ予選（第３試合場） 

試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム

１ １－２ ４ ７－８ ７ ５－７ １０ ２－３ 

２ ３－４ ５ １－３ ８ ６－８ １１ ５－８ 

３ ５－６ ６ ２－４ ９ １－４ １２ ６－７ 

 

１ラサール高校 17高知学芸高校
２成立学園高校 18成城高校
３海城高校 19湘南高校
４逗子開成高校 20開智高校

５東北学院高校 21名古屋国際高校
６巣鴨高校 22開成高校
７成蹊高校 23厚木高校
８鎌倉学園高校 24竜ヶ崎第一高校

９清水東・静岡商業高校 25灘高校
10都立青山高校 26國學院久我山高校
11東工大附属科学技術高校 27浅野高校
12横浜平沼高校 28小田原・平塚江南高校

13沼津東高校 29函館ラサール高校
14駒場高校 30青山学院高等部
15高輪学園高校 31慶應湘南藤沢高校
16戸塚高校 32熊谷高校

33東邦大東邦高校

第
4
グ
ル
ー
プ

１―１７

１―１８

１―２０

２―１８

２―１９

２―２１

第
3
グ
ル
ー
プ

Ｈ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ａ

Ｂ

Ｃ

１―２６

第
1
グ
ル
ー
プ

第
2
グ
ル
ー
プ Ｄ

＜男子高校の部Ｏリーグトーナメント表＞

 
＜男子高校の部Ｏリーグ予選対戦表＞ 

男子高校の部Ｏリーグ予選 

第１，２グループ（第１試合場） 第３，４グループ（第２試合場） 

試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム 試合番号 対戦チーム

１ １－２ ９ １－３ １ １７－１８ ９ １７－１９ 

２ ３－４ １０ ２－４ ２ １９－２０ １０ １８－２０ 

３ ５－６ １１ ５－７ ３ ２１－２２ １１ ２１－２３ 

４ ７－８ １２ ６－８ ４ ２３－２４ １２ ２２－２４ 

５ ９－１０ １３ ９－１１ ５ ２５－２６ １３ ２５－２７ 

６ １１－１２ １４ １０－１２ ６ ２７－２８ １４ ２６－２８ 

７ １３－１４ １５ １３－１５ ７ ２９－３０ １５ ２９－３３ 

８ １５－１６ １６ １４－１６ ８ ３１－３２ １６ ３０－３１ 

 １７ ３２－３３ 
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４―３４

４―３５

向山　絢菜（京華中）
３―１４

３―１７

３―１９

大槻　紗也（駒場高）

３―１５

安　奈緒子（慶應湘南藤沢中）

大木　ひかる（京華中）

１―２１

２―２２

１―２４

４―３０

３―１８

３―２１

４―２９
４―３１

４―３２

４―３３

＜女子トーナメント表＞

■52kg以下級

４―３６

３―２０

３―１６

第
1
グ
ル
ー
プ

（
第
３
試
合
場

）

志村　優紀（湘南高）

菅原　明香（駒場高）

上田　希栄（駒込中）

小松　明日香（高知学芸中）

中村　文音（國學院久我山中）

金子　妹夏（東工大科学技術高）

小笠原　麻里（浜松北高）

３―１３

岡本　典子（駒場高）

塚越　なつ美（つくば秀英高）

藤崎　ももこ（高知学芸中）

森田　祥子（竜ヶ崎第一高）

足利　理沙（國學院久我山高）

柘植　千佳（名古屋南山中）

佐々木　瞳（駒場高）

古谷　温子（小田原高）

鬼谷　奈津子（高知学芸中）

竹本　優紀（駒場高）

■52kg超級

４―２８

２―２３

奥村　奈緒美（つくば秀英高）

第
2
グ
ル
ー
プ

（
第
４
試
合
場

）

児屋野　理佳（戸塚高）

山村　瑞葉（浜松北高）

伊藤　恵理子（小田原高）

野田　あずさ（戸塚高）

朝生　愛（つくば秀英高）

豊田　裕（駒込高）

１―２５

４―２６
１―２２

４―２７

 

 - 4 -



 

時間 試合
9:40 Ｏリーグ予選

1 ラサール高 成立学園高 1 高知学芸高 成城高
2 海城高 逗子開成高 2 湘南高 開智高
3 東北学院高 巣鴨高 3 名古屋国際高 開成高
4 成蹊高 鎌倉学園高 4 厚木高 竜ヶ崎第一高
5 清水東・静岡商業高 都立青山高 5 灘高 國學院久我山高
6 東工大科学技術高 横浜平沼高 6 浅野高 小田原・平塚江南高

7 沼津東高 駒場高 7 函館ラサール高 青山学院高等部
8 高輪学園高 戸塚高 8 慶應湘南藤沢高 熊谷高
9 ラサール高 海城高 9 高知学芸高 湘南高
10 成立学園高 逗子開成高 10 成城高 開智高
11 東北学院高 成蹊高 11 名古屋国際高 厚木高
12 巣鴨高 鎌倉学園高 12 開成高 竜ヶ崎第一高
13 清水東・静岡商業高 東工大科学技術高 13 灘高 浅野高
14 都立青山高 横浜平沼高 14 國學院久我山高 小田原・平塚江南高

15 沼津東高 高輪学園高 15 函館ラサール高 東邦大東邦高
16 駒場高 戸塚高 16 青山学院高等部 慶應湘南藤沢高

13:40 Ｏリーグ決勝 17 熊谷高 東邦大東邦高
17 ＯリーグＡブロック勝者 ＯリーグＢブロック勝者
18 ＯリーグＣブロック勝者 ＯリーグＤブロック勝者 18 ＯリーグＥブロック勝者 ＯリーグＦブロック勝者

19 ＯリーグＧブロック勝者 ＯリーグＨブロック勝者

14:35 準決勝

19 KリーグAブロック１位 KリーグBブロック２位 20 KリーグAブロック２位 KリーグBブロック１位

20 第1試合場17の勝者 第1試合場18の勝者 21 第2試合場18の勝者 第2試合場19の勝者

21 第3試合場20の勝者 第3試合場21の勝者 22 第4試合場35の勝者 第4試合場36の勝者

22 佐々木（駒場高） 第4試合場26の勝者 23 第4試合場27の勝者 第4試合場28の勝者

15:26 決勝

23 中学決勝①ブロック勝者 中学決勝②ブロック勝者

24 第1試合場21の勝者 第2試合場22の勝者

25 第1試合場22の勝者 第2試合場23の勝者

26 第1試合場20の勝者 第2試合場21の勝者

27 第1試合場19の勝者 第2試合場20の勝者

16:26 表彰式

16;50 終了

女子52kg超級決勝

Oリーグ決勝

Kリーグ決勝

試合進行表１

女子52kg超級準決勝① 女子52kg超級準決勝②

中学決勝

女子52kg以下級決勝

Oリーグ準決勝① Oリーグ準決勝②

女子52kg以下級準決勝① 女子52kg以下級準決勝②

＊試合進行状況により、試合場を移動させる場合があります。

＊中学・高校・女子の準決勝以降は正規の二試合場にて行います。

Kリーグ準決勝① Kリーグ準決勝②

Ｏリーグ決勝トーナメント
Ｏリーグ決勝トーナメント

第1試合場 第2試合場
Ｏリーグ第１,2グループ Ｏリーグ第3,4グループ
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時間 時間
9:40 9:40

1 つくば秀英高 愛光学園高 1 愛光学園中 海城中
2 法政第二高 立教新座高 2 浅野中 戸塚高校クラブ
3 宇都宮高 習志野高 3 沼津中 高輪学園中
4 駒込高 沼津高 4 立教新座中 開成中
5 つくば秀英高 法政第二高 5 高知学芸中 國學院久我山中
6 愛光学園高 立教新座高 6 東北学院中 駒込中
7 宇都宮高 駒込高 7 成城中 慶應湘南藤沢中
8 習志野高 沼津高 8 愛光学園中 浅野中
9 つくば秀英高 立教新座高 9 海城中 戸塚高校クラブ
10 愛光学園高 法政第二高 10 沼津中 聖光学院中
11 宇都宮高 沼津高 11 立教新座中 逗子開成中
12 習志野高 駒込高 12 高知学芸中 法政第二中

13:40 13 東北学院中 鎌倉学園中
13 小松（高知学芸中） 中村（國學院久我山中） 14 成城中 京華中
14 向山（京華中） 菅原（駒場高） 15 高輪学園中 聖光学院中
15 金子（東工大科学技術高） 森田（竜ヶ崎第一高） 16 開成中 逗子開成中
16 志村（湘南高） 13の勝者 17 國學院久我山中 法政第二中
17 14の勝者 塚越（つくば秀英高） 18 駒込中 鎌倉学園中
18 藤崎（高知学芸中） 上田（駒込中） 19 慶應湘南藤沢中 京華中
19 15の勝者 岡本（駒場高） 12:31
20 16の勝者 17の勝者 20 中学Ａブロック勝者 中学Ｂブロック勝者

21 18の勝者 19の勝者 21 中学Ｄブロック勝者 中学Ｅブロック勝者

22 中学Ａブロック勝者 中学Ｃブロック勝者

23 中学Ｄブロック勝者 中学Ｆブロック勝者

24 中学Ｂブロック勝者 中学Ｃブロック勝者

25 中学Ｅブロック勝者 中学Ｆブロック勝者

13:25
26 古谷（小田原高） 児屋野（戸塚高）

27 山村（浜松北高） 伊藤（小田原高）

28 野田（戸塚高） 奥村（つくば秀英高）

13:34
29 柘植（名古屋南山中） 足利（國學院久我山高）

30 竹本（駒場高） 朝生（つくば秀英高）

31 大槻（駒場高） 29の勝者

32 小笠原（浜松北高） 安（慶應湘南藤沢中）

33 鬼谷（高知学芸中） 大木（京華中）

34 30の勝者 豊田（駒込高）

35 31の勝者 32の勝者

36 33の勝者 34の勝者

女子52ｋｇ超級

女子52ｋｇ以下級第2グループ

＊試合進行状況により、試合場を移動させる場合があります。

＊中学・高校・女子の準決勝以降は正規の二試合場にて行います。

試合進行表２

第3試合場 第4試合場
Ｋリーグ予選 中学予選リーグ

中学決勝リーグ

女子52ｋｇ以下級第1グループ
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出場選手名簿
＜中学の部＞

愛光学園中学 浅野中学 海城中学 開成中学 鎌倉学園中学

監督　近藤　哲平 監督　平山　与八 監督　関根　善晴 監督　松本　英治 監督　林のぞみ・鈴木茂

　　　上田　真嗣　　 　　　浜　　直樹 　　　小川　誠人 　　　坪井　暁人 　　　半田　肇

　　　枝元　将彰 　　　西尾　祐紀 　　　笠原　大慈 　　　宇山　慧祐 　　　川島　淳平

　　　脇本　元 　　　藤本　典大 　　　吉住　守雅 　　　山田　怜央 　　　山室　亮

慶應湘南藤沢中学 京華中学 高知学芸中学 國學院久我山中学 駒込学園中学

監督　大塩　隆司 監督　花岡　重喜 監督　野村　正信 監督 鶴田康二・石井賢太郎 監督　長田　祐治

　　　笠島　稜史 　　　弓削　拓人 　　　緒方　裕文 　　　大岡　浩之 　　　坂上　佑樹

　　　内山　大志 　　　山崎　良太 　　　小松　慧 　　　松尾　竜太 　　　長谷川　翔一

　　　岡崎　望 　　　田栗　舜一 　　　岡上　拓央 　　　佐々木　遊 　　　村北　祐希

逗子開成中学 聖光学院中学 成城中学 高輪学園中学 東北学院中学

監督　笠原一重・下井聡 監督　花家　徹 監督　中島　裕幸 監督　鴇田　俊夫 監督　佐藤　貴雄

　　　諏訪　匠 　　　窪田　哲郎 　　　足立　勇人 　　　井川　正隆 　　　山内　泰我

　　　小田　達郎 　　　望月　皓平 　　　杉下　健太郎 　　　川野　友弘 　　　佐藤　佑樹

　　　梶原　功貴 　　　竹本　広徳 　　　武井　建 　　　中嶋　雅彦 　　　和泉　雄也

戸塚高校クラブ 沼津中学 法政大学第二中学 立教新座中学

監督 大原尚喜・松本眞哉 監督　荻島　康功 監督　永冨　新悟 監督　中道　泰宏

　　　古川　真平 　　　杉山　優也 　　　常盤　英宏 　　　大西　勝顕

　　　水島　拓司 　　　山形　圭祐 　　　大西　泰光 　　　高橋　遼平

　　　今成　俊文 　　　大竹　英利 　　　村田　遼汰 　　　久保田　遼

＜女子の部＞

小田原高校 京華中学 慶應湘南藤沢中学 高知学芸中学 國學院久我山中学

監督　込山　清 監督　花岡　重喜 監督　大塩　隆司 監督　野村　正信 監督 鶴田康二・石井賢太郎

　　　伊藤　恵理子 　　　大木　ひかる 　　　安　奈緒子 　　　鬼谷　奈津子 　　　中村　文音

　　　古谷　温子 　　　向山　絢菜 　　　藤崎　ももこ

　　　小松　明日香

國學院久我山高校 駒込学園中学 駒込学園高校 駒場高校 湘南高校

監督 鶴田康二・石井賢太郎 監督　長田　祐治 監督　長田　祐治 監督　竹内　章 監督　吉村　憲二

　　　足利　理沙 　　　上田　希栄 　　　豊田　裕 　　　佐々木　瞳 　　　志村　優紀

　　　大槻　紗也

　　　菅原　明香

　　　岡本　典子

　　　竹本　優紀

つくば秀英高校 東京工業大学附属科学技術高校 戸塚高校 南山中学 浜松北高校

監督　呉　浩伸 監督　大竹　雄介 監督 大原尚喜・松本眞哉 監督  田上　秀丸 監督　平井　孝治

　　　朝生　愛 　　　金子　妹夏 　　　野田　あずさ 　　　柘植　千佳 　　　小笠原　麻里

　　　塚越　なつ美 　　　児屋野　理佳 　　　山村　瑞葉

　　　奥村　奈緒美

竜ヶ崎第一高校

監督　村山　晴夫

　　　森田　祥子
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<高校の部>

愛光学園高校 青山高校 青山学院高等部 浅野高校 厚木高校 宇都宮高校

監督　近藤　哲平 監督　鈴島　陽介 監督　平野　武士 監督　平山　与八 監督　多田　功 監督　村田　剛

　　　高辻　大地 　　　山本　康一朗 　　　久村　雄輔 　　　米倉　正樹 　　　小野寺　信弥 　　　簗瀬　司

　　　三谷　尚輝 　　　穂積　秀伸 　　　岩元　崇 　　　村上　力輝斗 　　　岩澤　圭太 　　　大嶋　寛之

　　　檜垣　慧 　　　勝村　玲音 　　　渡部　徹也 　　　木村　和頼 　　　淺川　俊次郎 　　　佐々木　豊

　　　中村　聡志 　　　桑田　湧平 　　　柏木　裕樹 　　　松井　貴生 　　　渡邉　平 　　　下川　雄大

　　　野尻　勢 　　　赤平　翔一 　　　大塚　博仁 　　　生田　将之 　　　吉田　慶

小田原・平塚江南高校 海城高校 開成高校 鎌倉学園高校

監督　込山　清 監督　関根　善晴 監督　松本　英治 監督　畠山　浩 監督　林のぞみ・鈴木茂

　　　村山　寛 　　　河口　友樹 　　　小出　宇人 　　　井田　智夫 　　　増田　隆利 　　　長谷　博之

　　　尾崎　史 　　　小林　孝行 　　　浅倉　浩之 　　　鈴木　豪志 　　　松崎　隆嚴 　　　濱谷　亮介

　　　丸山　雄太 　　　山崎　隼汰 　　　小西　達也 　　　吉田　弥令 　　　安野　文彦 　　　清水　優貴

　　　志澤　俊哉 　　　三浦　稜太郎 　　　白岩　雅徹 　　　塩生　駿 　　　鍛治澤　宏太 　　　高橋　洋平

　　　青木　良輔 　　　岩崎　季路 　　　森川　公康 　　　大宮　翔児 　　　遠藤　裕宣 　　　江口　宏樹

熊谷高校 慶應湘南藤沢高校 高知学芸高校 國學院久我山高校 駒込学園高校 駒場高校

監督　金子　英明 監督　大塩　隆司 監督　野村　正信 監督 鶴田康二・石井賢太郎 監督　長田　祐治 監督　竹内　章

　　　野口　雄飛 　　　松本　晃 　　　浜本　達也 　　　藤田　高彰 　　　根岸　佑次 　　　曽我　亮

　　　濱田　光 　　　森山　寛太 　　　門田　学 　　　香田　夏輝 　　　阿出川　康太 　　　高尾　青冴

　　　鯨井　天気 　　　伴　康太郎 　　　安田　大佑 　　　中西　貴一 　　　鳥羽　昶炫 　　　安西　隆

　　　國島　和倫 　　　大河内　洋志 　　　夕部　将輝 　　　久保　周也 　　　小島　健太 　　　斉藤　昌幸

　　　山中　淳史 　　　高橋　昌裕 　　　北代　亮太郎 　　　大西　由之佑 　　　小峯　良祐 　　　川添　松太朗

清水東・静岡商業高校 湘南高校 巣鴨高校 逗子開成高校 成蹊高校 成城高校

監督　須田直之・桑山和夫 監督　吉村　憲二 監督　羽場　逸夫 監督　笠原一重・下井聡 監督　藤澤　健幸 監督　中島　裕幸

　　納本　和寿（清水東） 　　　関谷　省吾 　　　荒井　直紀 　　　小池　建瑠 　　　佐藤　悠 　　　岩崎　駿介

　　加茂川　伸（静岡商） 　　　韮山　靖大 　　　米山　英次郎 　　　木下　善弘 　　　手塚　智也 　　　星　　優希

　　前島　大希（静岡商） 　　　小野岡　圭太 　　　伊集院　健人 　　　中島　健寛 　　　和田　龍馬 　　　阿久井　貴之

　　佐藤　英二（静岡商） 　　　志賀　輝 　　　小林　剛史 　　　池本　達哉 　　　朴　　帝東 　　　深井　賀丈

　　佐藤　慶和（静岡商） 　　　前田　善志 　　　山崎　武郎 　　　石井　達也 　　　野島　悠紀 　　　林　諄哉

成立学園高校 高輪学園高校 つくば秀英高校 東京工業大学附属科学技術高校 東邦大学付属東邦高校 東北学院高校

監督　佐藤　英樹 監督　鴇田　俊夫 監督　呉　浩伸 監督　大竹　雄介 監督　中村　崇宏 監督　佐藤　貴雄

　　　橋本　功輝 　　　中村　帝貴 　　　中里　元裕 　　　原　　佑介 　　　越塚　崇史 　　　熊谷　直紀

　　　込田　敬之 　　　松下　祐介 　　　富塚　洋多 　　　永貝　大 　　　山本　健太 　　　宮城　康浩

　　　佐々間　与裕 　　　山崎　楠人 　　　宮部　工 　　　志田　知浩 　　　花輪　尚幸 　　　大沼　淳己

　　　佐藤　佑郁 　　　豊田　成信 　　　樽　　隼輝 　　　市村　彰啓 　　　林　　竜也 　　　鈴木　優紀

　　　木倉　孝也 　　　木村　優之 　　　伊藤　淳介 　　　清水　大輔 　　　鳴嶋　健 　　　平田　塁

　　　桾澤　晃大朗

戸塚高校 名古屋国際高校 灘高校 習志野高校 沼津高校 沼津東高校

監督 大原尚喜・松本眞哉 監督　林　正樹 監督　的場　久剛 監督　岩本　孝一 監督　荻島　康功 監督　川口　喜弘

　　　松本　浩人 　　　吉本　光良 　　　堀田　昂慈 　　　鈴木　拓馬 　　　伊藤　陽介 　　　横山　泰亮

　　　河合　廉 　　　荻山　祥典 　　　都司　洋希 　　　齋藤　達也 　　　秋山　昂大 　　　望月　賢

　　　森田　充彦 　　　松本　怜 　　　石崎　健斗 　　　田中　匠 　　　堰澤　知己 　　　高橋　博司

　　　二階堂　光 　　　若山　隼大 　　　西内　良太 　　　印南　尊弘 　　　渡辺　祥真 　　　藤川　哲平

　　　ペッカ 　　　加藤　大智 　　　森　　裕之 　　　矢島　恭介 　　　菊池　颯 　　　庄司　匡克

函館ラ・サール高校 法政大学第二高校 横浜平沼高校 立教新座高校

監督　三浦　正彦 監督　永冨　新悟 監督　薄井　雅浩 監督　竪山　孝一 監督　中道　泰宏

　　　西根　駿佑 　　　塙　　雄太 　　　水田　望 　　　入船　雄介 　　　永野　仁啓 　　　結城　伊久磨

　　　稲垣　博聡 　　　橋本　剛樹 　　　池田　賢一 　　　小田　義崇 　　　津留　息吹 　　　森　　一機

　　　奥谷　雅有 　　　岡野　翔 　　　古谷　前郎 　　　福田　裕太 　　　田畑　奨一 　　　増田　創

　　　大岡　洋斗 　　　吉鶴　弘樹 　　　須﨑　公河 　　　井出　健人 　　　遠矢　直樹 　　　内藤　聡崇

　　　北川　陽太 　　　渡辺　潤平 　　　吉田　雄一 　　　黒澤　理人 　　　根岸　康之

竜ヶ崎第一高校

監督　村山　晴夫

　　　阿久根　慶彦

　　　椎名　悠馬

　　　中尾　悠紀

　　　大内　喬広

　　　小嶋　茂樹

ラ・サール高校

開智高校
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