
期　日： 令和元年６月８日(土) ･９日(日)

場　所： 日立市池の川さくらアリーナ（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート）

※左が勝ちチームです。

【Ａブロック】 【Ｂブロック】

22 － 7 主審 24 － 14 主審

17 － 14 梶　崇司 （栃） 10 － 6 前田　菜津子（山）

14 － 18 第1副審 20 － 13 第1副審

17 － 21 根反　祥恵 （茨） 16 － 17 木村　里史 （茨）
第2副審 第2副審

薄井　基 （茨） 佐藤　拓哉 （千）

19 － 11 主審 17 － 10 主審

10 － 26 小田中　涼子（東） 16 － 16 向井　和宏 （東）

21 － 23 第1副審 11 － 19 第1副審

28 － 9 若林　謙作 （栃） 15 － 11 吉田　健介 （茨）
第2副審 第2副審

伊佐　牧子 （東） 鈴木　孝一 （茨）

20 － 11 主審 30 － 30 主審

14 － 10 大澤　尚樹 （神） 18 － 16 茂泉　佳治 （神）

11 － 12 第1副審 26 － 23 第1副審

11 － 23 佐藤　純 （茨） 21 － 14 慶野　芽以 （栃）

17 － 7 第2副審 第2副審

荒井　秀行 （茨） 斎藤　慶子 （群）

16 － 22 主審 27 － 25 主審

31 － 16 北島　寛臣 （埼） 19 － 12 大井　陽平 （埼）

25 － 10 第1副審 15 － 22 第1副審

21 － 12 堀田　浩平 （茨） 34 － 17 尾花　幸雄 （茨）
第2副審 第2副審

佐藤　賢 （茨） 土橋　美陽 （茨）

17 － 13 主審 19 － 8 主審

10 － 26 嶋崎　貴 （本） 17 － 13 渡邊　整 （本）

17 － 6 第1副審 12 － 18 第1副審

20 － 15 松尾　梨沙 （神） 17 － 17 大川　尚 （千）
第2副審 第2副審

土田　康隆 （茨） 中野　嗣久 （東）

20 － 29 主審 19 － 10 主審

17 － 13 竹澤　友美 （指） 18 － 3 小澤　朋克 （群）

17 － 11 第1副審 20 － 10 第1副審

19 － 12 内野　翔太 （群） 23 － 17 髙倉　伸一 （茨）
第2副審 第2副審

大和田　雅人（茨） 根本　優 （茨）

28 － 9 主審 17 － 20 主審

24 － 24 向井　和宏 （東） 15 － 13 伊佐　牧子 （東）

26 － 20 第1副審 22 － 16 第1副審

21 － 20 菊池　瑞昭 （茨） 25 － 20 浅見　好美 （神）
第2副審 第2副審

川北　聖人 （茨） 小林　大輝 （茨）

24 － 18 主審 16 － 17 主審

27 － 10 中嶽　希美子（千） 17 － 10 一色　渉 （茨）

22 － 17 第1副審 11 － 22 第1副審

16 － 28 前田　菜津子（山） 30 － 20 森下　佑介 （茨）
第2副審 第2副審

藤林　比登美（埼） 根反　祥恵 （茨）

25 － 15 主審 11 － 14 主審

25 － 12 星野　由貴 （指） 14 － 13 若林　謙作 （栃）

21 － 19 第1副審 15 － 11 第1副審

28 － 26 大澤　尚樹 （神） 14 － 11 土橋　美陽 （茨）
第2副審 第2副審

慶野　芽以 （栃） 薄井　基 （茨）

23 － 19 主審 26 － 21 主審

20 － 15 梶　崇司 （栃） 24 － 13 小栁　幸子 （埼）

32 － 16 第1副審 9 － 26 第1副審

31 － 17 河野　仁 （山） 26 － 19 穂川　苑子 （群）
第2副審 第2副審

坂　美佑紀 （茨） 田中　翔馬 （山）

20 － 12 主審 13 － 12 主審

21 － 10 二宮　隆二 （茨） 17 － 18 丸山　淳 （山）

22 － 19 第1副審 16 － 10 第1副審

18 － 19 小澤　朋克 （群） 19 － 14 松尾　梨沙 （神）

第2副審 第2副審

大川　尚 （千） 山田　綾音 （千）

22 － 21 主審 18 － 16 主審

12 － 13 小坂井　郁子（指） 14 － 23 内野　翔太 （群）

31 － 13 第1副審 23 － 15 第1副審

24 － 31 大井　陽平 （埼） 32 － 15 土田　康隆 （茨）
第2副審 第2副審

赤羽　沙耶 （栃） 大和田　雅人（茨）

第2副審 第2副審

16 － 18 主審 12 － 10 主審

18 － 17 渡邊　整 （本） 19 － 6 武藤　陽子 （茨）

13 － 9 第1副審 15 － 11 第1副審

26 － 18 小田中　涼子（東） 20 － 24 穂川　苑子 （群）

第2副審 第2副審

一色　渉 （茨） 赤羽　沙耶 （栃）

17 － 17 主審 14 － 10 主審

16 － 16 中嶽　希美子（千） 17 － 13 茂泉　圭治 （神）

26 － 16 第1副審 13 － 18 第1副審

25 － 16 竹澤　友美 （指） 10 － 10 河野　仁 （山）
第2副審 第2副審

中山　克則 （茨） 小栁　幸子 （埼）

10 － 17 主審 26 － 11 主審

18 － 18 古畑　香子 （茨） 13 － 25 星野　由貴 （指）

24 － 11 第1副審 26 － 17 第1副審

9 － 13 小坂井　郁子（指） 10 － 22 大野　太裕 （茨）
第2副審 11 OT 10 第2副審

坂　美佑紀 （茨） 二宮　隆二 （茨）

東京成徳 89 73 土浦日大 旭 74

69 市立川越

69 文大杉並

千葉英和 99 73 韮崎 千葉経済 79

明星学園 73 65
アレセイア

湘南
白鷗足利 80 40 国本女子

76 横浜清風

水戸第二 65 56 市立太田

昭和学院 93 60 鵠沼

作新学院 64 60 草加南

明秀日立 95 83 幕張総合

市立船橋 78 69 竜ヶ崎第二 相模女子大 59 56 富士学苑

73桐生商業 63 実践学園

埼玉栄 70 50 藤村女子60 八雲学園 正智深谷 70

佼成学園 95

正智深谷 54 49 相模女子

明星学園 81 60 作新学院

佼成学園 85 79 明秀日立

白鷗足利 65 54 水戸第二

千葉経済 87 69 旭東京成徳 89 78 千葉英和

佼成学園 66 51 正智深谷昭和学院 73 62 埼玉栄

千葉経済

昭和学院 61 59

84明星学園
白鷗足利 5465 東京成徳

白鷗足利
明星学園

51

86佼成学園 85

令和元年度 関東高等学校女子バスケットボール大会 兼 第 73回 関東高等学校女子バスケットボール選手権大会

昭和学院 106 67 桐生商業

埼玉栄 99 72 市立船橋

１回戦 １回戦

２回戦

準決勝

決勝

２回戦

準決勝

決勝

優　勝 昭和学院高等学校（千葉） 準優勝 明星学園高等学校（東京）

第３位 埼玉栄高等学校（埼玉） 第３位 東京成徳大学高等学校（東京）

優　勝 佼成学園女子高等学校（東京） 準優勝 白鷗大学足利高等学校（栃木）

第３位 正智深谷高等学校（埼玉） 第３位 千葉経済大学附属高等学校（千葉）


