
潮田 （横浜１） 戸塚 （横浜６）

富士見（川崎） 中島 （湘南）

谷本 （横浜５） 秦野南が丘（中）

鵜野森 （相模原） 上溝 （相模原）

岡津 （横浜６） 万騎が原 （横浜３）

茅ケ崎第一 （湘南） 柏ヶ谷 （県央）

鶴ケ峯 （横浜３） 仲尾台 （横浜１）

中野 東橘 （川崎）

浅野 （横浜１）

白山 （県西）
湯河原（県西）

南林間（県央） 茅ケ崎 （横浜５）

浜 （横浜３） 共和 （相模原）

宮前平（川崎） 鵠沼 （湘南）

（横浜１） 本宿 （横浜３）

西谷 （横浜２）

藤沢第一（湘南） 笹下 （横浜２）

南戸塚 （横浜６） 大津 （横須賀）

相模原旭 （相模原） 藤ヶ岡 （湘南）

中川 （横浜５） サレジオ学院 （横浜５）

鶴が台（湘南） 海西 （県央）

港 （横浜１） 横浜吉田 （横浜１）

つきみ野（県央） 中野島 （川崎）

湘洋（湘南） 横浜 （横浜３）

大谷（県央） 大沢 （相模原）

平戸 （横浜６） 足柄台（県西）

宮崎（川崎） 奈良 （横浜５）

希望が丘 （横浜３） 御幸 （川崎）

都田 （横浜５） 城山 （県央）

大野南 （相模原） 飯島 （横浜６）

神奈川 （横浜１） 横浜南が丘 （横浜２）

村岡（湘南） 野川 （川崎）

西中原（川崎） 玉縄 （湘南）

東鴨居 （横浜４） 金沢 （横浜３）

光丘（県央） 相陽 （相模原）

二宮（中） 鎌倉学園（湘南）

富岡 （横浜３） 横浜南 （横浜２）

六会（湘南） 川崎有馬（川崎）

山内 （横浜５） 引地台 （県央）

井田（川崎） 舞岡 （横浜６）

港南 （横浜２） 逗子開成 （横須賀）

武山 （横須賀） 秋葉台 （湘南）

山手学院 （横浜６） 東山田 （横浜５）

東海大相模 （相模原） 保土ケ谷 （横浜２）
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末吉
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予備２ 予備４

代 代

代

代



潮田 （横浜１） 柏ヶ谷 （県央）

秦野北 （中） 大船 （湘南）

（横浜５） 岩崎 （横浜２）

中野島 （川崎） 希望が丘 （横浜３）

青山学院横浜英和 （横浜２） 宮前平 （川崎）

中野 （相模原） 南戸塚 （横浜６）

岡津 （横浜６） 茅ケ崎第一 （湘南）

若葉台 （横浜３） 菅生 （川崎）

藤沢第一 （湘南） 富岡 （横浜３）

明治 （湘南）

相模原旭 （相模原） 城郷 （横浜４）

飯島 （横浜６） 鵠沼 （湘南）

川崎有馬 （川崎） 東山田 （横浜５）

座間東 （県央） 田名 （相模原）
│

田奈 （横浜４） 向丘 （川崎）

金沢 （横浜３）

村岡 （湘南） 平戸 （横浜６）

西中原 （川崎） 海西 （県央）

横浜橘 （横浜２） あざみ野 （横浜５）

小山 （相模原） 大野南 （相模原）

矢向 （横浜１） 湯河原 （県西）

千代 （県西） 大道 （横浜３）

玉縄 （湘南） 中島 （湘南）

原 （横浜６） 二宮 （中）

南林間 （県央） 十日市場

西本郷 （横浜６）

奈良 （横浜５） 秋葉台 （湘南）

藤ヶ岡 （湘南） 六角橋 （横浜１）

伊勢原 （中）
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武山・逗子開成・衣笠中 新田・浅野・西中原中

千代・相洋中 円蔵・鶴が台中

すすき野・荏田南中 洋光台第一・岩崎中

座間東・栗原中

中沢・成瀬・山王中 金旭・大根中

矢向・横浜吉田・老松中

大和・永田中 十日市場・田奈中

菅生・南加瀬中

坂本・神明中 逗子開成・追浜中

瀬谷・神奈川中

１０－３

横浜旭・岡津中 城山・柏ヶ谷中
１０－４

│

愛川中原・愛川東・海西中 大綱・城郷中

川和・都田中

大野・中原中 御成・腰越中

樽町・日吉台中

橘・東高津中 橘・岡村中

金程・向丘中

久里浜・衣笠中

有馬・今泉中

南瀬谷・横浜隼人中

酒匂・白山中

中和田・泉が丘中

寒川東・旭が丘中 渋谷・下福田・鶴間中

秦野西・渋沢・東・南が丘・鶴巻中 いずみ野・六角橋中
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横浜南

サレジオ学院

小山・清新・湘洋中 鴨宮・湘光中

桐蔭・上郷中
代 代

代

代
下瀬谷・原・東野中

飯島 末吉

予備１ 藤ヶ岡

小田・六浦・大道中

西中原

希望が丘

大住・小山台中

浜

村岡 予備３

神奈川・中川西・本郷中

共和・田名中

上の宮・中山中

共和



戸塚・保土ケ谷・東鴨居中 久里浜・武山中

老松・岩崎・横浜吉田中 瀬谷・南・中和田中

寒川東・旭が丘中 南生田・金程中

樽町・日吉台中 岡村・橘中

中沢・成瀬中

神明・坂本・大津中 城山・大谷中

すすき野・荏田南・早渕・山内中 末吉・浜中

小田・六浦中 大綱・南瀬谷中

橘・東橘・宮崎中

南・渋沢・秦野南が丘中

中川西・笹下中 湘洋・六会中
│

光丘・つきみ野・下福田・南林間中 谷本・神奈川・関東学院六浦中

愛川中原・愛川東中 酒匂・鴨宮中

中山・田奈中

湯河原・白山中 西中原・塚越・富士見・田島中

港・上の宮中 鶴間・大和中

南が丘・本郷中 御成・腰越中

神明・衣笠中 岡津・中和田中

下瀬谷・山手学院中 鶴ケ峯・東野・旭中

武山・追浜中

西谷・仲尾台中 相陽・大沢中

都田・中川・川和中

中原・鶴巻中

茅ケ崎・新田中
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田名・小山

共和・鵜野森・清新中 西中原

代

予備３

予備１

代
代

代

予備４

予備２

藤沢第一


