
1 東海大学付属第四高等学校 北海道 1 札幌日本大学高等学校 北海道 1 東海大学付属第四高等学校 北海道 1 東海大学付属第四高等学校 北海道 1 鵬学園高等学校 石川 1 大曲高等学校 秋田

2 秋田南高等学校 秋田 2 北海道栄高等学校 北海道 2 東海大学山形高等学校 山形 2 山形中央高等学校 山形 2 八海高等学校 新潟 2 会津学鳳高等学校 福島

3 秋田市立秋田商業高等学校 秋田 3 秋田市立秋田商業高等学校 秋田 3 豊栄高等学校 新潟 3 東北高等学校 宮城 3 大宮開成高等学校 埼玉 3 鵬学園高等学校 石川

4 若松商業高等学校 福島 4 左沢高等学校 山形 4 小杉高等学校 富山 4 土浦日本大学高等学校 茨城 4 埼玉栄高等学校 埼玉 4 柏崎総合高等学校 新潟

5 土浦日本大学高等学校 茨城 5 若松商業高等学校 福島 5 白鷗大学足利高等学校 栃木 5 水戸葵陵高等学校 茨城 5 稲生高等学校 三重 5 柏崎常盤高等学校 新潟

6 水戸葵陵高等学校 茨城 6 守谷高等学校 茨城 6 東海大学付属浦安高等学校 千葉 6 作新学院高等学校 栃木 6 出雲北陵高等学校 島根 6 八海高等学校 新潟

7 佐野日本大学高等学校 栃木 7 宇都宮文星女子高等学校 栃木 7 国士舘高等学校 東京 7 埼玉栄高等学校 埼玉 7 太田第二高等学校 茨城

8 埼玉栄高等学校 埼玉 8 高崎健康福祉大学高崎高等学校 群馬 8 世田谷学園高等学校 東京 8 八千代高等学校 千葉 8 大宮開成高等学校 埼玉

9 安房高等学校 千葉 9 埼玉栄高等学校 埼玉 9 東海大学付属相模高等学校 神奈川 9 帝京高等学校 東京 9 埼玉栄高等学校 埼玉

10 高輪高等学校 東京 10 安房高等学校 千葉 10 大成高等学校 愛知 10 三浦高等学校 神奈川 10 千葉女子高等学校 千葉

11 桐蔭学園高等学校 神奈川 11 成田高等学校 千葉 11 東海大学付属仰星高等学校 大阪 11 小諸商業高等学校 長野 11 稲生高等学校 三重

12 横浜商科大学高等学校 神奈川 12 船橋市立船橋高等学校 千葉 12 天理高等学校 奈良 12 弥富高等学校 愛知 12 勝間田高等学校 岡山

13 久御山高等学校 京都 13 修徳高等学校 東京 13 近畿大学附属福山高等学校 広島 13 東大阪大学敬愛高等学校 大阪

14 PL学園高等学校 大阪 14 桐蔭学園高等学校 神奈川 14 崇徳高等学校 広島 14 広島皆実高等学校 広島

15 育英高等学校 兵庫 15 横浜商科大学高等学校 神奈川 15 東海大学付属第五高等学校 福岡 15 敬愛高等学校 福岡

16 奈良大学附属高等学校 奈良 16 磐田西高等学校 静岡 16 西海学園高等学校 長崎 16 阿蘇高等学校 熊本

17 九州学院高等学校 熊本 17 中京高等学校 岐阜

18 鎮西高等学校 熊本 18 久御山高等学校 京都

19 日田高等学校 大分 19 PL学園高等学校 大阪

20 高千穂高等学校 宮崎 20 筑紫台高等学校 福岡

21 都城東高等学校 宮崎 21 高千穂高等学校 宮崎

22 日章学園高等学校 宮崎 22 日章学園高等学校 宮崎

23 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 鹿児島 23 神村学園高等部 鹿児島

24 韓国選抜 韓国 24 那覇高等学校 沖縄

剣道の部（男子） 剣道の部（女子） 柔道の部（男子）

第25回若潮杯争奪武道大会出場校

なぎなたの部（男子） なぎなたの部（女子）柔道の部（女子）


