
予選リーグ

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ

尾道 深谷 大分舞鶴 新潟工業 東福岡 近畿５位 三本木農業 近畿４位 佐賀工業 仙台育英 桐蔭学園 近畿６位 高鍋 三好

尾道 東福岡 近畿４位 桐蔭学園

深谷 日川 國學院栃木 近畿６位

大分舞鶴 近畿５位 佐賀工業 高鍋

新潟工業 三本木農業 仙台育英 三好

Ｅグループ Ｆグループ Ｇグループ Ｈグループ

國學院久我山 名古屋 近大附属 秋田中央 近畿１位 長崎海星 札幌山の手 近畿３位 筑紫 日本航空石川 近畿２位 春日丘 徳島科技 茗溪学園

國學院久我山 近畿１位 近畿３位 近畿２位

名古屋 流経大柏 函館ラサール 春日丘

近大附属 長崎海星 筑紫 徳島科技

秋田中央 札幌山の手 日本航空石川 茗溪学園

☆３月３０日（日） １５：３０～【オープニングゲーム】　深谷　－　大分舞鶴　（Ｒ：下村　 大樹・カ）

☆３月３１日（月） ①９：３０～　　 ②１０：４５～　　③１２：００～　　④１３：１５～　　⑤１４：３０～　　　

　Ａグランド ①尾道　　　　   －　新潟工業　　（Ｒ：塩原　 克幸・カ） 　Ｂグランド ①桐蔭学園    　  －　三好　　    （Ｒ：平賀　 誠司・シ） 　Ｃグランド ①近畿１位   　   －　札幌山の手  　 （Ｒ：藤原　　　守・セ） 　使用球  　カ：カンタベリー

②東福岡　    　－　三本木農業 （Ｒ：松井　 暢彦・カ） ②近畿６位     　　－　高鍋　 　   （Ｒ：木下　 要弥・シ） ②流経大柏  　   －　長崎海星  　　　（Ｒ：長谷川　 学・セ） 　 　　 　　　 セ：セプター

③日川　　   　　－　近畿５位　　 （Ｒ：川原　　　佑・セ） ③國學院久我山  －　秋田中央　（Ｒ：須藤　　　惇・カ） ③近畿３位    　  －　日本航空石川　（Ｒ：田崎　　　富・シ） 　　　 　　　　シ：シルバーファーン

④近畿４位 　 　－　仙台育英　　（Ｒ：久米村貴三・セ） ④名古屋　  　　 　－　近大附属　（Ｒ：武田　　　学・カ） ④函館ラサール　－　筑紫   　 　  　　（Ｒ：佐藤　 武司・シ）　　

⑤國學院栃木  －　佐賀工業   　（Ｒ：川尻竜太郎・シ） ⑤近畿２位　     　－　茗溪学園　（Ｒ：松丸　　　力・セ） ⑤春日丘　 　 　　－　徳島科技    　　（Ｒ：新井　 卓也・カ）

☆４月１日（火） ①９：３０～　　 ②１０：４５～　　③１２：００～　　④１３：１５～　　⑤１４：３０～　　⑥１５：４５～　

　Ａグランド ①近畿３位   　　－　筑紫　　　　 　　 （Ｒ：松丸　　　力・カ） 　Ｂグランド ①東福岡　 　　 －　近畿５位  　   （Ｒ：新井　 卓也・シ） 　Ｃグランド ①國學院久我山  －　近大附属　（Ｒ：松井　 暢彦・セ）

②函館ラサール －　日本航空石川　（Ｒ：長谷川　 学・カ） ②日川　　　　 　－　三本木農業　（Ｒ：木下　 要弥・シ） ②名古屋　    　 　－　秋田中央　（Ｒ：平賀　 誠司・セ）

③近畿２位　　　 －　徳島科技　　 　 （Ｒ：須藤　　　惇・セ） ③近畿４位 　 　－　佐賀工業 　   （Ｒ：川原　　　佑・カ） ③國學院栃木　 　－　仙台育英　（Ｒ：武田　　　学・シ）

④春日丘　   　　－　茗溪学園　　  　（Ｒ：藤原　　　守・セ） ④尾道　　　　 　－  大分舞鶴　  　（Ｒ：尾形　 利治・カ） ④桐蔭学園　　 　 －　高鍋　 　　 （Ｒ：久米村貴三・シ）

⑤近畿１位　 　　－　長崎海星      　（Ｒ：田崎　　　富・シ） ⑤深谷 　　　     －　新潟工業 　　（Ｒ：佐藤　 武司・セ） ⑤近畿６位　  　 　－　三好　　    （Ｒ：三宅　　　渉・カ）

⑥流経大柏　　　－　札幌山の手     （Ｒ：鈴木　 正史・シ）

☆４月３日（木） ①９：３０～　　 ②１０：４５～　　③１２：００～　　④１３：１５～　　⑤１４：３０～　　⑥１５：４５～　

　Ａグランド ①佐賀工業　 　　 －　仙台育英 　 （Ｒ：平賀　 誠司・カ） 　Ｂグランド ①近畿2位    　 －　春日丘   　　　 （Ｒ：田崎　　　富・シ） 　Ｃグランド ①近畿４位     　－　國學院栃木　（Ｒ：塩原　 克幸・セ） ＊決勝トーナメントの抽選について

②桐蔭学園　 　   －  近畿６位      （Ｒ：松丸　　 力・カ） ②徳島科技　 　－　茗溪学園   　　 （Ｒ：久米村貴三・シ） ②尾道　　　　  　－　深谷　 　　  　（Ｒ：川原　　　佑・セ） ４月３日（木）予選リーグ全試合終了後、１７：３０より大会本部にて、

③高鍋　　　 　  　 －　三好　　　　  （Ｒ：武田　　 学・セ） ③近畿１位 　 　－　流経大柏  　    （Ｒ：下村　 大樹・カ） ③大分舞鶴 　 　－　新潟工業   　（Ｒ：鈴木　 正史・シ） 決勝トーナメント進出８チーム（各グループ１位チーム）の監督・主将

④國學院久我山　－　名古屋　　   （Ｒ：佐藤　 芳昭・セ） ④長崎海星　 　－  札幌山の手  　 （Ｒ：佐藤　 武司・カ） ④東福岡　  　   －　日川　　　　 　（Ｒ：須藤　　　惇・シ） の出席のもと抽選いたします。

⑤近大附属　  　　－　秋田中央　  （Ｒ：尾形　 利治・シ） ⑤近畿３位  　  －　函館ラサール   （Ｒ：土屋　 有司・セ） ⑤近畿５位　　 　－　三本木農業　（Ｒ：河辺　 博樹・カ）

⑥筑紫　　 　　　－　日本航空石川  （Ｒ：新井　 卓也・セ）

決勝トーナメント

４月７日（月）

４月６日（日） レフリー 清水　　　塁

藤内　 有己

４月４日（金） レフリー 工藤　 隆太

河野　 哲彦

町田　 裕一

橋元　 教明

【選手宣誓校】新潟工業 【チャレンジ枠】東：三好（愛知) 【実行委員会推薦枠】東：茗溪学園（茨城）

　　　　　　　 　　　 西：長崎海星（長崎） 　　 　  　　　 　　　　　　　 西：近大附属（大阪）

第１５回　全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会

國學院栃木日川

Ａ　１４：１５

Ａ　１２：１５ Ａ　１１：００

Ａ　１２：００

Ｒ：塩崎　 公寿

カ

Ａ　１０：３０ Ａ　１１：４５

流経大柏 函館ラサール

Ａ　１３：００

セ シ

Ｒ：Ｒ：

Ｒ：

カシ

Ｒ：

セ

Ｒ：

セ

Ｒ：


