
オール明治大学 オール慶應義塾大学 オール早稲田大学

氏名 学年or卒年 所属or出身校 氏名 学年or卒年 所属or出身校 氏名 学年or卒年 所属or出身校

⾚石 ⻫之 H15年 豊田自動織機ｼｬﾄﾙｽﾞ 明本 大樹 H24年 横河武蔵野ｱﾄﾗｽﾀｰｽﾞ 浅⾒ 晋吾 H27年 清水建設

石井 雄大 2年 國學院栃木 今成 哲 3年 城北 芦谷 勇帆 H25年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ
板橋 将貴 4年 流通経済柏 江嵜 真悟 2年 小倉 石川 敬⼈ 5年 茗渓学園

小椋 統平 1年 京都成章 榎本 雄一 4年 慶應義塾志⽊ 岩井 哲史 H22年 中部電⼒

尾又 寛汰 4年 國學院栃⽊ 岡 健⼆ H17年 ｾｺﾑﾗｶﾞｯﾂ ⾅井 陽亮 H19年 NECｸﾞﾘｰﾝﾛｹｯﾂ
カヴェナー聖也 3年 大分舞鶴 ⾦⼦ 大介 H22年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ 小峰 徹也 H20年 NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｼｬｲﾆﾝｸﾞｱｰｸｽ

加藤 哲朗 3年 秋田 川村 慎 H22年 NECｸﾞﾘｰﾝﾛｹｯﾂ 菅野 朋幸 H18年 釜石ｼｰｳｪｲﾌﾞｽ
鎌田 祐太郎 H21年 ﾎﾝﾀﾞﾋｰﾄ 関東 申峻 H26年 釜石ｼｰｳｪｲﾌﾞｽ 郷地 裕貴 3年 桐蔭学園

川俣 直樹 H19年 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾜｲﾙﾄﾞﾅｲﾂ ⽊⼝ 俊亮 4年 仙台第三 河野 秀明 5年 早稲田実業

葛野 翔太 4年 深谷 楠本 遼 4年 慶應義塾 沢登 直也 4年 鎌倉学園

久原 綾眞 3年 佐賀⼯業 小原 錫満 2年 東海大仰星 清水 新也 H26年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ
小泉 将 H23年 NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｼｬｲﾆﾝｸﾞｱｰｸｽ 佐藤 耀 H28年 NECｸﾞﾘｰﾝﾛｹｯﾂ 清水 直志 H21年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ

近藤 雅喜 4年 東海大仰星 染原 健⼈ 4年 修猷館 曽我部 佳憲 H18年 ﾔﾏﾊ発動機ｼﾞｭﾋﾞﾛ
齊藤 玄樹 H17年 九州電⼒ｷｭｰﾃﾞﾝｳﾞｫﾙｸｽ 竹田 和正 4年 慶應義塾志木 高橋 銀太郎 H18年 ｸﾎﾞﾀｽﾋﾟｱｰｽﾞ
佐藤 公彦 4年 明大中野 竹本 準太郎 H18年 ｻﾝﾄﾘｰｻﾝｺﾞﾘｱｽ 瀧澤 直 H21年 NECｸﾞﾘｰﾝﾛｹｯﾂ
澤田 陵 3年 明和県央 丹治 ⾠碩 2年 慶應義塾 滝沢 祐樹 5年 福島

城 彰 H22年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ 辻 雄康 2年 慶應義塾 ⻑尾 岳⼈ H20年 東京ガス

杉本 晃一 H20年 ﾄﾖﾀ⾃動⾞ﾍﾞﾙﾌﾞﾘｯﾂ 角田 匠輝 4年 慶應義塾 中尾 康太郎 H26年 九州電⼒

杉本 博昭 H22年 ｸﾎﾞﾀｽﾋﾟｱｰｽﾞ ⻑尾 昴 4年 茗渓学園 中庭 悠 5年 早稲田大学

杉本 剛章 H18年 三菱重⼯相模原ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞ 永末 千加良 3年 慶應義塾 ⻄田 剛 H22年 神奈川ﾀﾏﾘﾊﾞｸﾗﾌﾞ
染山 茂範 H24年 中国電⼒ 中鉢 敦 4年 慶應義塾 深津 健吾 H26年 ﾘｺｰﾌﾞﾗｯｸﾗﾑｽﾞ

高橋 聡太郎 4年 釜石 中村 京介 3年 明和 福田 健太 H24年 豊田通商

辻 敦朗 1年 常翔学園 廣川 翔也 4年 東福岡 藤近 紘⼆郎 H25年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ
土井 暉仁 2年 常翔学園 古田 京 2年 慶應義塾 松本 允 H18年 九州電⼒

中島 雅⼈ 4年 國學院久我山 細田 隼都 3年 慶應義塾 森田 慶良 H24年 三菱重⼯相模原ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞ
羽田野 湧斗 3年 國學院久我山 堀越 貴晴 3年 茗渓学園 安江 順 H24年 住友不動産

⽇高 健 H15年 NECｸﾞﾘｰﾝﾛｹｯﾂ 増田 慶介 H22年 東芝ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ 渡瀬 完太 H27年 三井住友銀⾏

廣井 雅宇 3年 明大中野 松岡 大介 4年 小倉 （50音順）

藤井 淳 H16年 東芝ﾌﾞﾚｲﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ 宮本 瑛介 2年 慶應義塾

古屋 直樹 H24年 中部電⼒ 山中 侃 2年 慶應義塾

堀米 航平 3年 流通経済柏 吉田 雄大 3年 秋田

前田 剛 3年 報徳学園 和田 拓 H23年 ｷｬﾉﾝｲｰｸﾞﾙｽ
圓生 正義 H25年 ﾎﾝﾀﾞﾋｰﾄ 渡邊 悠貴 2年 慶應義塾

溝⼝ 裕哉 H23年 NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞｼｬｲﾆﾝｸﾞｱｰｸｽ （50音順）

三股 久典 3年 佐賀工業

宮嵜 永也 2年 ⻑崎北陽台

森田 澄 4年 天理

山崎 洋之 1年 筑紫

（50音順）

第1試合 １３:００ オール早稲田大学 対 オール慶應義塾大学 REF 工藤 隆太（日本協会）

第2試合 １３:５５ オール明治大学 対 オール早稲田大学 REF 武田 学（日本協会）

第3試合 １４︓５０ オール慶應義塾 対 オール明治大学 REF 谷口かずひと（日本協会）

今回、熊本県・大分県を中⼼に九州地⽅で発生した地震により亡くなった⽅々にご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお⾒舞い申し上げます。

被災地の一⽇も早い復旧を⼼からお祈り申し上げます。

関東ラグビーフットボール協会、オール早慶明実⾏委員会は、今回のオール早慶明三大学ラグビーにつきまして、東⽇本大震災と熊本・大分地震のチャリティーマッチとして、募⾦
活動を⾏います。

寄せられた募⾦は、東⽇本大震災復興と熊本・大分地震復興に役⽴つよう、寄付いたします。

募⾦活動には、九州出⾝のTL選⼿、九州出⾝選⼿が参加、早慶明実⾏委員とともに、メインスタンド⼊場⼝、バックスタンド⼊場⼝で⾏いますので、皆さまのご協⼒を宜しくお願い


