
8階 5階

観覧席 第１試合場 第２試合場 第３試合場 第４試合場 国際部道場 学校道場 女子部道場

①男子Ａ　１回戦 ①男子Ｂ　１回戦 ①男子Ｃ　１回戦 ①男子Ｄ　１回戦
本郷 海城 東工大附 大成

科学技術学園 明大明治 駒込 紅葉川

②男子Ａ　１回戦 ②男子Ｂ　１回戦 ②男子Ｃ　１回戦 ②男子Ｄ　１回戦
岩倉 工学院 大東一 駒場
桐朋 駒大高 日大三 國學院久我山

③男子Ａ　１回戦 ③男子Ｂ　１回戦 ③男子Ｃ　１回戦 ③男子Ｄ　１回戦
日本学園 城西大城西 日大一 東海大菅生

巣鴨 京華商業 大森学園 墨田川

④男子Ａ　１回戦 ④男子Ｂ　１回戦 ④男子Ｃ　１回戦 ④男子Ｄ　１回戦

立正大立正 城北 葛飾野 芝
郁文館 筑波大附 成城 杉並学院

➄男子Ｂ　１回戦 ➄男子Ｃ　１回戦 ⑤男子Ｄ　１回戦

帝京八王子 光丘 秋留台
世田谷学園 拓大一 攻玉社

➄女子Ａ　１回戦 ⑥女子Ｂ　１回戦 ⑥女子Ｃ　１回戦 ⑥女子Ｄ　１回戦　№1

杉並工業 🆚 駒場 葛飾野 🆚 大成 墨田川 🆚 日大三 拓大一 🆚 日本橋
⑥女子Ａ　２回戦 ⑦女子Ｂ　１回戦 ⑦女子Ｃ　２回戦 ⑦女子Ｄ　１回戦　№2

渋谷教育学園 🆚 東海大菅生 東海大高輪台 🆚 光丘 淑徳 🆚 筑波大附 藤村女子 🆚 京華商業
⑦女子Ａ　２回戦 ⑧女子Ｂ　２回戦 ⑧女子Ｃ　２回戦 ⑧女子Ｄ　２回戦　№3

岩倉 🆚 1-5 修徳 🆚 2-6 国士舘 🆚 3-6 帝京 🆚 4-6
⑨女子Ｂ　２回戦 ⑨女子Ｄ　２回戦　№4
早稲田実業 🆚 2-7 明学東村山 🆚 4-7

⑧女子Ａ　３回戦 ⑩女子Ｂ　３回戦 ⑨女子Ｃ　３回戦 ⑩女子Ｄ　３回戦　№5

1-6 🆚 1-7 2-8 🆚 2-9 3-7 🆚 3-8 3-7 🆚 3-8
⑨女子　準決勝 ⑪女子Ｅ　代表決定戦 ⑩女子　準決勝 ⑪女子Ｆ　代表決定戦№6

1-8 🆚 2-10 3-9 🆚 4-10 4-8 🆚 4-9

⑩女子　決勝 　 ⑪女子　3位決定戦
1-9 🆚 3-10

⑪男子Ａ　２回戦 ⑫男子Ｂ　２回戦 ⑫男子Ｃ　２回戦 ⑫男子Ｄ　２回戦
日体大荏原 明大中野 修徳 国士舘

1-1 2-1 3-1 4-1

⑫男子Ａ　２回戦 ⑬男子Ｂ　２回戦 ⑬男子Ｃ　２回戦 ⑬男子Ｄ　２回戦
1-2 2-2 3-2 4-2
1-3 2-3 3-3 4-3

⑬男子Ａ　２回戦 ⑭男子Ｂ　２回戦 ⑭男子Ｃ　２回戦 ⑭男子Ｄ　２回戦

杉並工業 東海大高輪台 早稲田実業 足立学園
武蔵野 2-8 3-4 4-4

⑭男子Ａ　２回戦 ⑮男子Ｂ　２回戦 ⑮男子Ｃ　２回戦 ⑮男子Ｄ　２回戦
八王子学園 安田学園 正則学園 田無

1-8 2-9 3-5 4-5
⑮男子Ａ　３回戦 ⑯男子Ｂ　３回戦 ⑯男子Ｃ　３回戦 ⑯男子Ｄ　３回戦

1-11 2-12 3-12 4-12
1-12 2-13 3-13 4-13

⑯男子Ａ　３回戦 ⑰男子Ｂ　３回戦 ⑰男子Ｃ　３回戦 ⑰男子Ｄ　３回戦
1-13 2-14 3-14 4-14
1-14 2-15 3-15 4-15

⑰男子Ａ　４回戦 ⑱男子Ｂ　４回戦 ⑱男子Ｃ　４回戦 ⑱男子Ｄ　４回戦
1-15 2-16 3-16 4-16
1-16 2-17 3-17 4-17

⑱男子ＡＢ　準決勝 ⑲男子Ｅ第5･6代表決定戦 ⑲男子ＣＤ　準決勝 ⑲男子Ｆ第5･6代表決定戦
1-17 3-18
2-18 4-18

⑲男子　決勝 ⑳男子　3位決定戦 ⑳男子　第7代表決定戦
1-18
3-19

勝ち上がったチームは内階段から6階学校道場へ移動

12:50頃 男子2回戦開始［残り32校224名］

［男子2回戦］非常階段で6階へ移動。非常口から練習会場へ

［男子1回戦の勝者］2回戦の1･2試合目は非常階段で7階へ移動

［男子1回戦の勝者］2回戦の3･4試合目は4階更衣室に荷物を置く

［男子2回戦］3･4試合目は6階学校道場へ移動し待機

［男子1回戦の勝者］8階観覧席で待機

　　　　　　　　　 その後、6階学校道場へ移動し待機

［男子2回戦］1･2試合目は7階へ移動

［女子］2階教室で受付・更衣・計量

練習会場

男子1回戦

3試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

4試合目

【8校・56名】

待機場所

男子1回戦

3～5試合目

【22校・154名】

練習会場

女子

第1支部

第3支部

【12校・60名】

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子2回戦以降

第1支部

第3支部

【7校・49名】

○5試合目＝荷物を持って5階へ移動。更衣・計量・練習

関東［男子団体戦・女子団体戦］　2021/5/5　講道館

講道館ビルに沿って学校単位で。密にならないように

［女子］1･2試合目を誘導。それ以外は6階国際部道場で待機

［男子1回戦］非常階段で4階へ移動して受付

　　　　終了後に荷物を持って8階観覧席へ移動し待機

9:30

9:00

6階

試合場の注意

［男子2回戦］エレベーターで移動し8階で受付・更衣・計量・待機

女子賞状授与

選手入れ替え（女子退場／男子入場）

練習会場　男子2回戦の1試合目・2試合目

練習会場

男子

13:00

12:00

12:30

練習会場

男子2回戦以降

第2支部

第4支部

【6校・42名】

待機場所

男子

1回戦勝者

【19校・133名】

10:00

10:30

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

女子

第2支部

第4支部

【10校・50名】

待機場所

男子

14:30

待機場所

男子2回戦以降

【13校・91名】

＋

1回戦勝者

【19校・133名】

11:00

11:30

練習会場

男子1回戦

1試合目・2試合目【16校・112名】

15:00

15:30

13:30

14:00

登録選手7名まで入場可。帯同員の入場不可

引率者人数は男子1チーム2名まで・女子1チーム2名まで

7階大道場

選手入れ替え（男子退場／女子入場）

練習会場

男子1回戦

5試合目

【6校・42名】

○1･2試合目＝4階更衣室で更衣・荷物そのまま・計量。7階にて練習

［男子2回戦］1階入口付近にて学校単位で、名簿チェック・検温・誘導

7階には次回試合チームまでしか入場できない。6階から誘導

◆主な留意点

7:45 場外警備開始

8:15 第1回入場開始［男子1回戦＝38校266名］［女子＝22校110名］

7:45 役員集合

13:50頃 男子3回戦開始［残り16校112名］男子賞状授与

12:20頃 選手入れ替え。女子→男子2回戦

敗退したチームは非常階段から4階へ移動。更衣室で着替えた後に退館

これ以降は勝者・敗者とも内階段。荷物は6階学校道場で保管

※表中の人数は「男子7名・女子5名」で計算

9:15 計量終了［男子1回戦］［女子］

「原則、選手は荷物を持ち歩く（外履きもビニール袋に入れて）」

9:30 第2回入場開始［男子2回戦＝13校91名］

1階入口付近にて学校単位で、名簿チェック・検温・誘導

［男子1回戦］3～5試合目は6階国際部道場で待機

［女子］非常階段で6階へ移動。非常口から練習会場へ

○3･4試合目＝荷物を持って6階へ移動。更衣・計量・練習

敗退したチームは非常階段から4階へ移動。更衣室で着替えた後に退館

9:30 試合場の注意。試合開始

10:30 計量終了［男子2回戦］

10:55頃 選手入れ替え。男子1回戦→女子

勝ち上がったチームは非常階段から8階へ移動



8階 5階

観覧席 第１試合場 第２試合場 第３試合場 第４試合場 国際部道場 学校道場 女子部道場

①男子Ａ　１回戦 ①男子Ｂ　１回戦 ①男子Ｃ　１回戦 ①男子Ｄ　１回戦
本郷 海城 東工大附 大成

科学技術学園 明大明治 駒込 紅葉川

②男子Ａ　１回戦 ②男子Ｂ　１回戦 ②男子Ｃ　１回戦 ②男子Ｄ　１回戦
岩倉 工学院 大東一 駒場
桐朋 駒大高 日大三 國學院久我山

③男子Ａ　１回戦 ③男子Ｂ　１回戦 ③男子Ｃ　１回戦 ③男子Ｄ　１回戦
日本学園 城西大城西 日大一 東海大菅生

巣鴨 京華商業 大森学園 墨田川

④男子Ａ　１回戦 ④男子Ｂ　１回戦 ④男子Ｃ　１回戦 ④男子Ｄ　１回戦

立正大立正 城北 葛飾野 芝
郁文館 筑波大附 成城 杉並学院

➄男子Ｂ　１回戦 ➄男子Ｃ　１回戦 ⑤男子Ｄ　１回戦

帝京八王子 光丘 秋留台
世田谷学園 拓大一 攻玉社

➄女子Ａ　１回戦 ⑥女子Ｂ　１回戦 ⑥女子Ｃ　１回戦 ⑥女子Ｄ　１回戦　№1

杉並工業 🆚 駒場 葛飾野 🆚 大成 墨田川 🆚 日大三 拓大一 🆚 日本橋
⑥女子Ａ　２回戦 ⑦女子Ｂ　１回戦 ⑦女子Ｃ　２回戦 ⑦女子Ｄ　１回戦　№2

渋谷教育学園 🆚 東海大菅生 東海大高輪台 🆚 光丘 淑徳 🆚 筑波大附 藤村女子 🆚 京華商業
⑦女子Ａ　２回戦 ⑧女子Ｂ　２回戦 ⑧女子Ｃ　２回戦 ⑧女子Ｄ　２回戦　№3

岩倉 🆚 1-5 修徳 🆚 2-6 国士舘 🆚 3-6 帝京 🆚 4-6
⑨女子Ｂ　２回戦 ⑨女子Ｄ　２回戦　№4
早稲田実業 🆚 2-7 明学東村山 🆚 4-7

⑧女子Ａ　３回戦 ⑩女子Ｂ　３回戦 ⑨女子Ｃ　３回戦 ⑩女子Ｄ　３回戦　№5

1-6 🆚 1-7 2-8 🆚 2-9 3-7 🆚 3-8 3-7 🆚 3-8
⑨女子　準決勝 ⑪女子Ｅ　代表決定戦 ⑩女子　準決勝 ⑪女子Ｆ　代表決定戦№6

1-8 🆚 2-10 3-9 🆚 4-10 4-8 🆚 4-9

⑩女子　決勝 　 ⑪女子　3位決定戦
1-9 🆚 3-10

⑪男子Ａ　２回戦 ⑫男子Ｂ　２回戦 ⑫男子Ｃ　２回戦 ⑫男子Ｄ　２回戦
日体大荏原 明大中野 修徳 国士舘

1-1 2-1 3-1 4-1

⑫男子Ａ　２回戦 ⑬男子Ｂ　２回戦 ⑬男子Ｃ　２回戦 ⑬男子Ｄ　２回戦
1-2 2-2 3-2 4-2
1-3 2-3 3-3 4-3

⑬男子Ａ　２回戦 ⑭男子Ｂ　２回戦 ⑭男子Ｃ　２回戦 ⑭男子Ｄ　２回戦

杉並工業 東海大高輪台 早稲田実業 足立学園
武蔵野 2-8 3-4 4-4

⑭男子Ａ　２回戦 ⑮男子Ｂ　２回戦 ⑮男子Ｃ　２回戦 ⑮男子Ｄ　２回戦
八王子学園 安田学園 正則学園 田無

1-8 2-9 3-5 4-5
⑮男子Ａ　３回戦 ⑯男子Ｂ　３回戦 ⑯男子Ｃ　３回戦 ⑯男子Ｄ　３回戦

1-11 2-12 3-12 4-12
1-12 2-13 3-13 4-13

⑯男子Ａ　３回戦 ⑰男子Ｂ　３回戦 ⑰男子Ｃ　３回戦 ⑰男子Ｄ　３回戦
1-13 2-14 3-14 4-14
1-14 2-15 3-15 4-15

⑰男子Ａ　４回戦 ⑱男子Ｂ　４回戦 ⑱男子Ｃ　４回戦 ⑱男子Ｄ　４回戦
1-15 2-16 3-16 4-16
1-16 2-17 3-17 4-17

⑱男子ＡＢ　準決勝 ⑲男子Ｅ第5･6代表決定戦 ⑲男子ＣＤ　準決勝 ⑲男子Ｆ第5･6代表決定戦
1-17 3-18
2-18 4-18

⑲男子　決勝 ⑳男子　3位決定戦 ⑳男子　第7代表決定戦
1-18
3-19

練習会場

男子1回戦

5試合目

【6校・42名】

関東［男子団体戦・女子団体戦］　2021/5/5　講道館 男子団体戦1回戦から出場のチーム

7階大道場 6階
◆主な留意点

8:15 第1回入場開始

待機場所

男子2回戦以降

【13校・91名】

＋

1回戦勝者

【19校・133名】

試合場の注意

待機場所

男子1回戦

3～5試合目

【22校・154名】

練習会場

女子

第1支部

第3支部

【12校・60名】

9:00

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子1回戦

1試合目・2試合目【16校・112名】

練習会場

男子1回戦

3試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

4試合目

【8校・56名】
1階入口付近にて学校単位で、名簿チェック・検温・誘導

引率者人数は男子1チーム2名まで・女子1チーム2名まで

10:00

登録選手7名まで入場可。帯同員の入場不可

「原則、選手は荷物を持ち歩く（外履きもビニール袋に入れて）」

9:30

引率1名で大会役員の場合、監督無しで入場可

10:30

○1･2試合目＝4階更衣室で更衣・荷物そのまま・計量。7階にて練習

○3･4試合目＝荷物を持って6階へ移動。更衣・計量・練習

練習会場

女子

第2支部

第4支部

【10校・50名】

9:15 計量終了

11:30
9:30 試合場の注意。試合開始

［男子1回戦］3～5試合目は6階国際部道場で待機

○5試合目＝荷物を持って5階へ移動。更衣・計量・練習11:00

待機場所

男子

1回戦勝者

【19校・133名】

選手入れ替え（男子退場／女子入場）

7階には次回試合チームまでしか入場できない。6階から誘導

12:00
勝ち上がったチームは非常階段から8階へ移動

敗退したチームは非常階段から4階へ移動。更衣室で着替えた後に退館

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子2回戦以降

第1支部

第3支部

【7校・49名】

練習会場

男子2回戦以降

第2支部

第4支部

【6校・42名】

［男子1回戦の勝者］2回戦の3･4試合目は4階更衣室に荷物を置く

13:30

［男子1回戦の勝者］8階観覧席で待機

12:30

13:00

女子賞状授与

選手入れ替え（女子退場／男子入場）

練習会場　男子2回戦の1試合目・2試合目

　　　　　　　　　 その後、6階学校道場へ移動し待機

各校の集合時間は8時以降にすること

引率1名で女子も参加の場合、4階男子で受付

女子選手に提出書類を預けること

男子選手に提出書類を預けること

当該試合場審判員が6階国際部に来て、次回試合チームを誘導する

12:20頃 選手入れ替え。女子→男子2回戦

［男子1回戦の勝者］2回戦の1･2試合目は非常階段で7階へ移動

12:50頃 男子2回戦開始［残り32校224名］

勝ち上がったチームは内階段から6階学校道場へ移動

敗退したチームは非常階段から4階へ移動。更衣室で着替えた後に退館

14:30

14:00

待機場所

男子

練習会場

男子

10:55頃 選手入れ替え。男子1回戦→女子

15:30
男子賞状授与

13:50頃 男子3回戦開始［残り16校112名］

これ以降は勝者・敗者とも内階段。荷物は6階学校道場で保管

15:00



8階 5階

観覧席 第１試合場 第２試合場 第３試合場 第４試合場 国際部道場 学校道場 女子部道場

①男子Ａ　１回戦 ①男子Ｂ　１回戦 ①男子Ｃ　１回戦 ①男子Ｄ　１回戦
本郷 海城 東工大附 大成

科学技術学園 明大明治 駒込 紅葉川

②男子Ａ　１回戦 ②男子Ｂ　１回戦 ②男子Ｃ　１回戦 ②男子Ｄ　１回戦
岩倉 工学院 大東一 駒場
桐朋 駒大高 日大三 國學院久我山

③男子Ａ　１回戦 ③男子Ｂ　１回戦 ③男子Ｃ　１回戦 ③男子Ｄ　１回戦
日本学園 城西大城西 日大一 東海大菅生

巣鴨 京華商業 大森学園 墨田川

④男子Ａ　１回戦 ④男子Ｂ　１回戦 ④男子Ｃ　１回戦 ④男子Ｄ　１回戦

立正大立正 城北 葛飾野 芝
郁文館 筑波大附 成城 杉並学院

➄男子Ｂ　１回戦 ➄男子Ｃ　１回戦 ⑤男子Ｄ　１回戦

帝京八王子 光丘 秋留台
世田谷学園 拓大一 攻玉社

➄女子Ａ　１回戦 ⑥女子Ｂ　１回戦 ⑥女子Ｃ　１回戦 ⑥女子Ｄ　１回戦　№1

杉並工業 🆚 駒場 葛飾野 🆚 大成 墨田川 🆚 日大三 拓大一 🆚 日本橋
⑥女子Ａ　２回戦 ⑦女子Ｂ　１回戦 ⑦女子Ｃ　２回戦 ⑦女子Ｄ　１回戦　№2

渋谷教育学園 🆚 東海大菅生 東海大高輪台 🆚 光丘 淑徳 🆚 筑波大附 藤村女子 🆚 京華商業
⑦女子Ａ　２回戦 ⑧女子Ｂ　２回戦 ⑧女子Ｃ　２回戦 ⑧女子Ｄ　２回戦　№3

岩倉 🆚 1-5 修徳 🆚 2-6 国士舘 🆚 3-6 帝京 🆚 4-6
⑨女子Ｂ　２回戦 ⑨女子Ｄ　２回戦　№4
早稲田実業 🆚 2-7 明学東村山 🆚 4-7

⑧女子Ａ　３回戦 ⑩女子Ｂ　３回戦 ⑨女子Ｃ　３回戦 ⑩女子Ｄ　３回戦　№5

1-6 🆚 1-7 2-8 🆚 2-9 3-7 🆚 3-8 3-7 🆚 3-8
⑨女子　準決勝 ⑪女子Ｅ　代表決定戦 ⑩女子　準決勝 ⑪女子Ｆ　代表決定戦№6

1-8 🆚 2-10 3-9 🆚 4-10 4-8 🆚 4-9

⑩女子　決勝 　 ⑪女子　3位決定戦
1-9 🆚 3-10

⑪男子Ａ　２回戦 ⑫男子Ｂ　２回戦 ⑫男子Ｃ　２回戦 ⑫男子Ｄ　２回戦
日体大荏原 明大中野 修徳 国士舘

1-1 2-1 3-1 4-1

⑫男子Ａ　２回戦 ⑬男子Ｂ　２回戦 ⑬男子Ｃ　２回戦 ⑬男子Ｄ　２回戦
1-2 2-2 3-2 4-2
1-3 2-3 3-3 4-3

⑬男子Ａ　２回戦 ⑭男子Ｂ　２回戦 ⑭男子Ｃ　２回戦 ⑭男子Ｄ　２回戦

杉並工業 東海大高輪台 早稲田実業 足立学園
武蔵野 2-8 3-4 4-4

⑭男子Ａ　２回戦 ⑮男子Ｂ　２回戦 ⑮男子Ｃ　２回戦 ⑮男子Ｄ　２回戦
八王子学園 安田学園 正則学園 田無

1-8 2-9 3-5 4-5
⑮男子Ａ　３回戦 ⑯男子Ｂ　３回戦 ⑯男子Ｃ　３回戦 ⑯男子Ｄ　３回戦

1-11 2-12 3-12 4-12
1-12 2-13 3-13 4-13

⑯男子Ａ　３回戦 ⑰男子Ｂ　３回戦 ⑰男子Ｃ　３回戦 ⑰男子Ｄ　３回戦
1-13 2-14 3-14 4-14
1-14 2-15 3-15 4-15

⑰男子Ａ　４回戦 ⑱男子Ｂ　４回戦 ⑱男子Ｃ　４回戦 ⑱男子Ｄ　４回戦
1-15 2-16 3-16 4-16
1-16 2-17 3-17 4-17

⑱男子ＡＢ　準決勝 ⑲男子Ｅ第5･6代表決定戦 ⑲男子ＣＤ　準決勝 ⑲男子Ｆ第5･6代表決定戦
1-17 3-18
2-18 4-18

⑲男子　決勝 ⑳男子　3位決定戦 ⑳男子　第7代表決定戦
1-18
3-19

関東［男子団体戦・女子団体戦］　2021/5/5　講道館 男子団体戦2回戦以降出場のチーム

7階大道場 6階
◆主な留意点

9:00

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子1回戦

1試合目・2試合目【16校・112名】

練習会場

男子1回戦

3試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

4試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

5試合目

【6校・42名】

練習会場

男子2回戦以降

第2支部

第4支部

【6校・42名】

10:30

練習会場

女子

第2支部

第4支部

【10校・50名】

10:00

9:30

待機場所

男子2回戦以降

【13校・91名】

＋

1回戦勝者

【19校・133名】

試合場の注意

待機場所

男子1回戦

3～5試合目

【22校・154名】

練習会場

女子

第1支部

第3支部

【12校・60名】

各校の集合時間は9時20分以降にすること

女子賞状授与

選手入れ替え（女子退場／男子入場）

練習会場　男子2回戦の1試合目・2試合目

待機場所

男子

練習会場

男子

10:55頃 選手入れ替え。男子1回戦→女子

待機場所

男子

1回戦勝者

【19校・133名】

選手入れ替え（男子退場／女子入場）

待機場所

女子

【22校・110名】

9:30 第2回入場開始

［男子2回戦］1階入口付近にて学校単位で、名簿チェック・検温・誘導

［男子2回戦］エレベーターで移動し8階で受付・更衣・計量・待機

13:00

10:30 計量終了

12:00

11:30

11:00

［男子2回戦］3･4試合目は6階学校道場へ移動し待機

引率1名で女子監督または大会役員の場合、監督無しで入場可

男子選手に提出書類を預けること

14:00

12:20頃 選手入れ替え。女子→男子2回戦

13:30

［男子2回戦］非常階段で6階へ移動。非常口から練習会場へ

12:30

練習会場

男子2回戦以降

第1支部

第3支部

【7校・49名】
12:50頃 男子2回戦開始［残り32校224名］

勝ち上がったチームは内階段から6階学校道場へ移動

敗退したチームは非常階段から4階へ移動。更衣室で着替えた後に退館

7階には次回試合チームまでしか入場できない。6階から誘導

当該試合場審判員が6階国際部に来て、次回試合チームを誘導する

［男子2回戦］1･2試合目は7階へ移動

15:30
男子賞状授与

13:50頃 男子3回戦開始［残り16校112名］

これ以降は勝者・敗者とも内階段。荷物は6階学校道場で保管

15:00

14:30

引率者人数は男子1チーム2名まで・女子1チーム2名まで

登録選手7名まで入場可。帯同員の入場不可

「原則、選手は荷物を持ち歩く（外履きもビニール袋に入れて）」



8階 5階

観覧席 第１試合場 第２試合場 第３試合場 第４試合場 国際部道場 学校道場 女子部道場

①男子Ａ　１回戦 ①男子Ｂ　１回戦 ①男子Ｃ　１回戦 ①男子Ｄ　１回戦
本郷 海城 東工大附 大成

科学技術学園 明大明治 駒込 紅葉川

②男子Ａ　１回戦 ②男子Ｂ　１回戦 ②男子Ｃ　１回戦 ②男子Ｄ　１回戦
岩倉 工学院 大東一 駒場
桐朋 駒大高 日大三 國學院久我山

③男子Ａ　１回戦 ③男子Ｂ　１回戦 ③男子Ｃ　１回戦 ③男子Ｄ　１回戦
日本学園 城西大城西 日大一 東海大菅生

巣鴨 京華商業 大森学園 墨田川

④男子Ａ　１回戦 ④男子Ｂ　１回戦 ④男子Ｃ　１回戦 ④男子Ｄ　１回戦

立正大立正 城北 葛飾野 芝
郁文館 筑波大附 成城 杉並学院

➄男子Ｂ　１回戦 ➄男子Ｃ　１回戦 ⑤男子Ｄ　１回戦

帝京八王子 光丘 秋留台
世田谷学園 拓大一 攻玉社

➄女子Ａ　１回戦 ⑥女子Ｂ　１回戦 ⑥女子Ｃ　１回戦 ⑥女子Ｄ　１回戦　№1

杉並工業 🆚 駒場 葛飾野 🆚 大成 墨田川 🆚 日大三 拓大一 🆚 日本橋
⑥女子Ａ　２回戦 ⑦女子Ｂ　１回戦 ⑦女子Ｃ　２回戦 ⑦女子Ｄ　１回戦　№2

渋谷教育学園 🆚 東海大菅生 東海大高輪台 🆚 光丘 淑徳 🆚 筑波大附 藤村女子 🆚 京華商業
⑦女子Ａ　２回戦 ⑧女子Ｂ　２回戦 ⑧女子Ｃ　２回戦 ⑧女子Ｄ　２回戦　№3

岩倉 🆚 1-5 修徳 🆚 2-6 国士舘 🆚 3-6 帝京 🆚 4-6
⑨女子Ｂ　２回戦 ⑨女子Ｄ　２回戦　№4
早稲田実業 🆚 2-7 明学東村山 🆚 4-7

⑧女子Ａ　３回戦 ⑩女子Ｂ　３回戦 ⑨女子Ｃ　３回戦 ⑩女子Ｄ　３回戦　№5

1-6 🆚 1-7 2-8 🆚 2-9 3-7 🆚 3-8 3-7 🆚 3-8
⑨女子　準決勝 ⑪女子Ｅ　代表決定戦 ⑩女子　準決勝 ⑪女子Ｆ　代表決定戦№6

1-8 🆚 2-10 3-9 🆚 4-10 4-8 🆚 4-9

⑩女子　決勝 　 ⑪女子　3位決定戦
1-9 🆚 3-10

⑪男子Ａ　２回戦 ⑫男子Ｂ　２回戦 ⑫男子Ｃ　２回戦 ⑫男子Ｄ　２回戦
日体大荏原 明大中野 修徳 国士舘

1-1 2-1 3-1 4-1

⑫男子Ａ　２回戦 ⑬男子Ｂ　２回戦 ⑬男子Ｃ　２回戦 ⑬男子Ｄ　２回戦
1-2 2-2 3-2 4-2
1-3 2-3 3-3 4-3

⑬男子Ａ　２回戦 ⑭男子Ｂ　２回戦 ⑭男子Ｃ　２回戦 ⑭男子Ｄ　２回戦

杉並工業 東海大高輪台 早稲田実業 足立学園
武蔵野 2-8 3-4 4-4

⑭男子Ａ　２回戦 ⑮男子Ｂ　２回戦 ⑮男子Ｃ　２回戦 ⑮男子Ｄ　２回戦
八王子学園 安田学園 正則学園 田無

1-8 2-9 3-5 4-5
⑮男子Ａ　３回戦 ⑯男子Ｂ　３回戦 ⑯男子Ｃ　３回戦 ⑯男子Ｄ　３回戦

1-11 2-12 3-12 4-12
1-12 2-13 3-13 4-13

⑯男子Ａ　３回戦 ⑰男子Ｂ　３回戦 ⑰男子Ｃ　３回戦 ⑰男子Ｄ　３回戦
1-13 2-14 3-14 4-14
1-14 2-15 3-15 4-15

⑰男子Ａ　４回戦 ⑱男子Ｂ　４回戦 ⑱男子Ｃ　４回戦 ⑱男子Ｄ　４回戦
1-15 2-16 3-16 4-16
1-16 2-17 3-17 4-17

⑱男子ＡＢ　準決勝 ⑲男子Ｅ第5･6代表決定戦 ⑲男子ＣＤ　準決勝 ⑲男子Ｆ第5･6代表決定戦
1-17 3-18
2-18 4-18

⑲男子　決勝 ⑳男子　3位決定戦 ⑳男子　第7代表決定戦
1-18
3-19

関東［男子団体戦・女子団体戦］　2021/5/5　講道館 女子

7階大道場 6階
◆主な留意点

9:00

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子1回戦

1試合目・2試合目【16校・112名】

練習会場

男子1回戦

3試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

4試合目

【8校・56名】

練習会場

男子1回戦

5試合目

【6校・42名】

9:30

8:15 第1回入場開始

待機場所

男子2回戦以降

【13校・91名】

＋

1回戦勝者

【19校・133名】

試合場の注意

待機場所

男子1回戦

3～5試合目

【22校・154名】

練習会場

女子

第1支部

第3支部

【12校・60名】
10:30

練習会場

女子

第2支部

第4支部

【10校・50名】

1階入口付近にて学校単位で、名簿チェック・検温・誘導

引率者人数は男子1チーム2名まで・女子1チーム2名まで

10:00

登録選手5名まで入場可。帯同員の入場不可

待機場所

男子

1回戦勝者

【19校・133名】

選手入れ替え（男子退場／女子入場）

待機場所

女子

【22校・110名】

練習会場

男子2回戦以降

第1支部

第3支部

【7校・49名】

練習会場

男子2回戦以降

第2支部

第4支部

【6校・42名】

練習会場

男子

10:55頃 選手入れ替え。男子1回戦→女子

12:00

　　　　終了後に荷物を持って8階観覧席へ移動し待機

9:15 計量終了

11:30

9:30 試合場の注意。試合開始

11:00

13:30

［女子］1･2試合目を誘導。それ以外は6階国際部道場で待機

［女子］非常階段で6階へ移動。非常口から練習会場へ

12:30

13:00

女子賞状授与

選手入れ替え（女子退場／男子入場）

練習会場　男子2回戦の1試合目・2試合目

待機場所

男子

15:30
男子賞状授与

15:00

14:30

14:00

12:20頃 選手入れ替え。女子→男子2回戦

4階更衣室で着替えて、すみやかに退館すること

各校の集合時間は8時以降にすること

引率1名で男子1回戦も参加の場合、監督無しで入場可

女子選手に提出書類を預けること

引率1名で大会役員の場合、監督無しで入場可

女子選手に提出書類を預けること

当該試合場審判員が6階国際部に来て、次回試合チームを誘導する

7階には次回試合チームまでしか入場できない。6階から誘導

［女子］2階教室で受付・更衣・計量

「原則、選手は荷物を持ち歩く（外履きもビニール袋に入れて）」


