
部活名 大会名
2回戦 溝脇　1本勝　－　舞岡
3回戦 溝脇　2本負　－　荏田
2回戦 片桐　2本勝　－　西湘
3回戦 片桐　1本負　－　大和東

関東大会県予選・団体 2回戦 横浜清風　２－３　日本女子大付属
2回戦 溝脇　2本負　－　伊志田
2回戦 片桐　1本勝　－　相模原
3回戦 片桐　2本勝　－　公文国際
4回戦 片桐　1本負　－　神大付属 県６４
1回戦 横浜清風　２－１　横浜立野
2回戦 横浜清風　１－４　神大付属
2回戦 志村　2本勝　－　秀英
3回戦 志村　1本負　－　弥栄
2回戦 片田　2本勝　－　中央農林
3回戦 片田　2本負　－　桐蔭学園
2回戦 横浜清風　２－２　湘南学園 （代表戦勝利）
3回戦 横浜清風　１－４　神大付属
2回戦 三枝　1本勝　－　サレジオ
3回戦 三枝　1本負　－　湘南工大附属
2回戦 横浜清風　２－２（本数差）　伊志田
3回戦 横浜清風　１－２　川崎橘
2回戦 横浜清風　３－０　横浜商科大
3回戦 横浜清風　０－２　法政二
1回戦 松浦　７－５
2回戦 松浦　６－４
3回戦 松浦　０－６
1回戦 松浦・東三条組　２－６　大船
1回戦 飛田・南城組　６－０　聖園学園
2回戦 飛田・南城組　６－０　横須賀
3回戦 飛田・南城組　０－６　桐光学園
1回戦 大野・山田組　６－０　公文国際
2回戦 大野・山田組　６－１　慶応湘南
3回戦 大野・山田組　６－０　藤沢総合
4回戦 大野・山田組　６－１　聖園学園 本戦出場！
1回戦 大野　３－６　桐光学園
1回戦 木村　６－０　山手学院
2回戦 木村　０－６　横浜清風（吉田）
1回戦 吉田　６－０　桐蔭学園
2回戦 吉田　６－０　横浜清風（本校生徒）
3回戦 吉田　６－４　湘南工科大
4回戦 吉田　６－７　白鵬女子
4回戦 吉田　４－６　白鵬女子
1回戦 吉田　８－１　白鵬女子
準々決勝 吉田　２－０　湘南工科大
準決勝 吉田　０－２　湘南工科大 インターハイ出場決定！
３位決定戦 吉田　２－６　湘南工科大 県ベスト４！

全国高校総体（インターハイ本戦） 1回戦 吉田　６－８　大阪商業大堺
リーグ① 横浜清風　３－２　横浜翠嵐
リーグ② 横浜清風　４－１　横浜商大
リーグ③ 横浜清風　２－３　金井
リーグ④ 横浜清風　３－２　聖ヨゼフ
リーグ⑤ 横浜清風　４－１　横浜国際 4部昇格！

剣道・女子

関東大会県予選・個人

県高校総体・個人

県総体・団体

関東大会県予選・個人

関東大会県予選・団体

県高校総体・個人

硬式テニス・女子

剣道・男子

県総体・団体

関東大会県予選・団体

関東大会県（地区）予選・シングルス

関東大会県（地区）予選・ダブルス

関東大会県予選（本戦）・シングルス

県総体（予選）・シングルス

県総体・シングルス

横浜市リーグ・団体

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果



部活名 大会名
1回戦 横浜清風　２－１　横浜南
2回戦 横浜清風　２－０　旭
3回戦 横浜清風　２－０　光陵
4回戦 横浜清風　２－１　桐光学園
5回戦 横浜清風　２－０　深沢
決勝リーグ 横浜清風　０－３　湘南工大附属
決勝リーグ 横浜清風　０－３　法政二
決勝リーグ 横浜清風　１－２　慶應湘南藤沢 県第4位！関東大会出場！
4回戦 権藤　６－１
4回戦 宮崎　６－２
4回戦 高木　６－０

関東大会地区予選・ダブルス 4回戦 尾川・青木組　７－６
1回戦 宮崎　６－２　桐蔭学園
2回戦 宮崎　０－６　湘南工大附属
1回戦 権藤　１－６　慶應義塾
1回戦 高木　１－６　慶應湘南藤沢
1回戦 高見澤　６－１　慶應湘南藤沢
2回戦 高見澤　６－０　慶應湘南藤沢
3回戦 高見澤　５－７　法政二

関東大会県予選（本戦）・ダブルス 1回戦 尾川・青木　３－６　慶應湘南藤沢
県総体・団体 ４校リーグ 4位 ベスト４！関東大会出場！

1回戦 高見澤　８－２　湘南工科大
2回戦 高見澤　０－２　慶應義塾 県ベスト８！

関東大会・団体 1回戦 横浜清風　１－２　東洋大牛久
リーグ① 横浜清風　３－２　希望ヶ丘
リーグ② 横浜清風　２－３　横浜隼人
リーグ③ 横浜清風　３－２　横浜緑ヶ丘
リーグ④ 横浜清風　２－３　市立金沢
リーグ⑤ 横浜清風　０－５　関東学院 2部残留！
2回戦 横浜清風　３－０　吉田島総合
3回戦 横浜清風　０－１　森村学園
1回戦 横浜清風　３－１　有馬
2回戦 横浜清風　３－０　森村学園
3回戦 横浜清風　３－３（PK）　西湘　　
ブロック決勝 横浜清風　０－５　上溝南
1回戦 横浜清風　７４－６０　アレセイア
2回戦 横浜清風　７８－６１　有馬
準々決勝 横浜清風　８２－７２　立花学園
準決勝 横浜清風　５５－９０　旭
3位決定戦 横浜清風　６４－５６　横須賀大津 県３位！、関東大会出場！
1回戦 横浜清風　８９－８３　宇都宮女子
2回戦 横浜清風　６６－７５　実践学園 県ベスト８！
3回戦 横浜清風　９３－７６　藤沢西
準々決勝 横浜清風　５６－５８　逗葉 県ベスト８！

横浜地区高体連大会 1回戦 横浜清風　５５－６３　横浜緑ヶ丘
1回戦 横浜清風　６６－２３　横浜商大
2回戦 横浜清風　８５－４９　鵠沼
3回戦 横浜清風　７９－４６　湘南学院
4回戦 横浜清風　７０－７４　相模女子大学高等部 Aブロック２位！

横浜吹奏楽フェスティバル（日本丸）参加
横浜吹奏楽コンクール 銀賞

硬式テニス・男子

サッカー

女子バスケットボール

吹奏楽

県高校総体

全国高校サッカー神奈川県予選

関東大会県予選

関東大会

県高校総体

県私学大会

県大会出場！

関東大会県予選・団体

関東大会地区予選・シングルス

関東大会県予選（本戦）・シングルス

県総体・シングルス

横浜市リーグ・団体

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果



部活名 大会名
鈴木・川間組　４－０　光陵
古谷・安中組　４－１　金井
山形・高橋組　４－２　戸塚
佐藤・鎌田組　４－２　金井
土浜・中村組　４－０　光陵
池田・鳥澤組　４－１　光陵
黒田・山本組　４－２　光陵
友利・國仲組　４－３　松陽

2回戦 土浜・中村組　４－１　秦野総合
3回戦 土浜・中村組　０－４　小田原 県６４
2回戦 横浜清風　３－０　金井
3回戦 横浜清風　２－０　西湘
準々決勝 横浜清風　２－１　高木学園
準決勝リーグ 横浜清風　０－３　川崎橘
準決勝リーグ 横浜清風　２－１　厚木
準決勝リーグ 横浜清風　２－１　高津
3位決定戦 横浜清風　１－２　小田原 県ベスト４！
決勝 鈴木・川間組　４－２　富士見丘 地区予選優勝、県大会出場！
3位決定戦 土浜・中村組　４－１　光陵 地区予選3位、県大会出場！
4回戦 佐藤・鎌田組　４－０　富士見丘
3回戦 楠橋・清水組　４－０　松陽
3回戦 大場・熊田組　４－１　光陵
3回戦 古谷・安中組　４－０　瀬谷
3回戦 山形・高橋組　４－２　瀬谷
1回戦 大場・熊田組　２－４　日大藤沢
1回戦 古谷・安中組　２－４　清陵総合
2回戦 楠橋・清水組　棄権
2回戦 土浜・中村組　３－４　鶴嶺
1回戦 山形・高橋組　４－３　東海大相模
2回戦 山形・高橋組　１－４　二宮
3回戦 佐藤・鎌田組　４－０　東海大相模
4回戦 佐藤・鎌田組　１－４　秦野総合 県ベスト３２！
5回戦 鈴木・川間組　４－２　西湘
準々決勝 鈴木・川間組　２－４　茅ヶ崎 県ベスト８！インターハイ出場！
2回戦 横浜清風Ａ　勝　－　神奈川学園Ｃ
3回戦 横浜清風Ａ　勝　－　横須賀学院Ａ
準々決勝 横浜清風Ａ　勝　－　横浜創英Ｂ
準決勝 横浜清風Ａ　勝　－　向上
決勝 横浜清風Ａ　勝　－　相模女子Ａ 優勝！
2回戦 横浜清風　３－０　戸塚
3回戦 横浜清風　３－０　霧が丘
4回戦 横浜清風　２－１　横浜創英
準々決勝 横浜清風　０－２　相洋 県ベスト８！
1回戦 佐藤・鎌田組　１－４　小田原
1回戦 土浜・中村組　４－１　秦野
2回戦 鈴木・川間組　３－４　大和南
2回戦 土浜・中村組　４－１　鶴嶺
3回戦 土浜・中村組　１－４　相洋 県ベスト３２！

ソフトテニス・女子

県高校総体・団体

県私立高校大会・団体

県高校総体・団体

国体予選・個人

関東大会県予選・団体

県高校総体横浜地区予選・個人

関東大会横浜地区予選・個人
県大会出場！

県大会出場！

3回戦

関東大会県予選・個人

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果



部活名 大会名
2回戦 小林・西郷組　４－０　横浜修悠館
3回戦 小林・西郷組　４－０　金井
4回戦 小林・西郷組　４－３　光陵
準々決勝 小林・西郷組　２－４　金井 地区ベスト８！県大会進出！
1回戦 麦山・加賀美組　４－３　横浜修悠館
2回戦 麦山・加賀美組　４－１　県商工
3回戦 麦山・加賀美組　４－２　光陵
4回戦 麦山・加賀美組　２－４　金井 地区ベスト１６！県大会進出！
1回戦 麦山・加賀美組　１－４　生田
1回戦 小林・西郷組　４－１　茅ヶ崎
2回戦 小林・西郷組　４－１　東海大相模
3回戦 小林・西郷組　２－４　慶應義塾 県６４
1回戦 横浜清風　２－１　厚木西
2回戦 横浜清風　１－２　鵠沼

国体予選 1回戦 小林・西郷組　３－４　西湘
1回戦 野村・金子組　１－４　横浜創英
4回戦 加賀美・麦山組　１－４　立花学園
4回戦 小林・西郷組　１－４　東海大相模

尾﨑・金子組と野村組は1回戦敗退
1回戦 加賀美・麦山組　４－１　慶應義塾
2回戦 加賀美・麦山組　４－０　県商工
3回戦 加賀美・麦山組　４－３　横浜栄
4回戦 加賀美・麦山組　２－４　慶應義塾 市ベスト１６！

横浜市民体育大会・団体 1回戦 横浜清風　１－２　横浜南
1回戦 野村組　４－１　鎌倉学園
2回戦 野村組　０－４　相洋
1回戦 尾﨑・金子組　４－０　横須賀学院
2回戦 尾﨑・金子組　１－４　桐蔭中等
2回戦 加賀美・麦山組　１－４　桐蔭中等
1回戦 横浜清風　１０－０　瀬谷西
2回戦 横浜清風　１４－８　柏陽 県大会出場！
1回戦 横浜清風　９－３　慶應湘南藤沢
2回戦 横浜清風　７－５　光明相模原
3回戦 横浜清風　０－４　高津（延長8回）
1回戦 横浜清風　１０－０　中大附属横浜
2回戦 横浜清風　０－７　　津久井浜
1回戦 横浜清風　１６－０　相模女子
2回戦 横浜清風　１－３　　湘南学院
1回戦 横浜清風　９－３　　茅ヶ崎
2回戦 横浜清風　１０－０　高浜
3回戦 横浜清風　３－０　　湘南学院
準々決勝 横浜清風　０－１　　捜真女学校 県ベスト８！
1回戦 横浜清風　１１－０　中大附属横浜
2回戦 横浜清風　４－２　　鶴見大付属
準決勝 横浜清風　１１－３　捜真女学校
決勝 横浜清風　７－０　　白鵬女子 横浜地区優勝！
1回戦 横浜清風　２０－０　湘南白百合
2回戦 横浜清風　０－１　　捜真女学校

卓球・男子 県総体・団体 1回戦 横浜清風　０－３　寒川
1回戦 横浜清風　１１４－４５　座間
2回戦 横浜清風　６４－６１　元石川
準々決勝 横浜清風　７８－５９　厚木東 県ベスト８！
順位決定戦 横浜清風　７３－８４　横浜
1回戦 横浜清風　６４－４９　横須賀学院
2回戦 横浜清風　６３－９２　桐光学園 県ベスト８！
1回戦 横浜清風　６０－３６　氷取沢
2回戦 横浜清風　６９－５２　松陽
ブロック決勝 横浜清風　５５－６４　桜丘 ブロック2位！
第1試合 横浜清風　４１－４０　専修大学付属①
第2試合 横浜清風　６８－１３　金井
第3試合 横浜清風　５７－１８　専修大学付属②
第4試合 横浜清風　５５－２９　星稜
第5試合 横浜清風　５０－３０　湘南工科大学付属
1回戦 横浜清風　９－０　クラーク国際
2回戦 横浜清風　１－６　武相

ソフトテニス・男子

ソフトボール

男子バスケットボール

県民大会

横浜市民大会

私学大会（秋季）

県高校総体横浜地区予選・個人

県高校総体・個人

県高校総体・団体

神奈川県選手権

横浜市民体育大会・個人

関東大会県予選

県高校総体

県私学大会・個人

関東大会横浜地区予選

関東大会県予選

県高校総体

私学大会（夏季）

軟式野球

横浜地区高体連大会

テッククラシック

春季関東大会県予選

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果



部活名 大会名
準決勝 横浜清風　２－１　希望ヶ丘
決勝 横浜清風　０－２　瀬谷 横浜中地区2位！県大会出場！
1回戦 横浜清風　２－０　平塚農業
2回戦 横浜清風　０－２　鎌倉 県ベスト３２！
4回戦 五十嵐・鈴木組　２－０　戸塚
準決勝 五十嵐・鈴木組　０－２　希望ヶ丘
3位決定戦 五十嵐・鈴木組　２－０　松陽 横浜中地区2位！県大会出場！

県高校総体・ダブルス 1回戦 五十嵐・鈴木組　０－２　秦野曽屋
1回戦 横浜清風　３－１　湘南工大附属
2回戦 横浜清風　０－３　横浜東
3回戦 五十嵐　２－１　富士見丘
5,6位決定戦 五十嵐　２－１　松陽
1回戦 五十嵐　２－０　鵠沼
2回戦 五十嵐　０－２　向上 県ベスト３２！
1回戦 横浜清風　０－２　横浜創英
敗者戦 横浜清風　１－２　日大藤沢
2回戦 横浜清風A　３－０　城郷E
3回戦 横浜清風A　３－０　聖ヨゼフA
ブロック準決勝 横浜清風A　３－１　金沢総合A
ブロック決勝 横浜清風A　０－３　川和A 市ベスト１６！
2回戦 横浜清風B　０－３　法政女子A

県高校総体横浜中地区予選・ダブルス 5･6位決定戦 外川・山下組　２－０　瀬谷 横浜中地区5位！県大会出場！
県高校総体・ダブルス 1回戦 外川・山下組　０－２　旭

1回戦 横浜清風　０－２　浅野
敗者戦 横浜清風　３－０　武相
1回戦 横浜清風A　３－１　岸根B
2回戦 横浜清風A　３－１　公文国際A
3回戦 横浜清風A　０－３　横浜C
1回戦 横浜清風B　０－３　港北C
準決勝 横浜清風　２－０　横浜東
決勝 横浜清風　１－２　横浜栄
代表決定戦 横浜清風　２－１　神奈川大学附属 県大会出場！
1回戦 横浜清風　２－１　伊志田
2回戦 横浜清風　０－２　横浜隼人 県ベスト３２！
1回戦 横浜清風　２－１　麻布大附属
2回戦 横浜清風　２－０　上溝南
3回戦 横浜清風　２－０　横浜東
4回戦 横浜清風　０－２　川崎橘 県ベスト３２！
予選リーグ 横浜清風　２－０　鹿島学園
予選リーグ 横浜清風　２－０　不二女子
予選リーグ 横浜清風　０－２　淑徳
1回戦 横浜清風　２－０　霧が丘
2回戦 横浜清風　２－０　瀬谷西
ブロック決勝 横浜清風　２－０　日大 ブロック優勝！

関東大会県予選 2回戦 横浜清風　１４－３４　上溝南
県高校総体 1回戦 横浜清風　１７－２７　相模原中等

1回戦 横浜清風　６－４　永谷
2回戦 横浜清風　１０－１６　松陽

横浜地区秋季大会 2回戦 横浜清風　１７－２９　桐蔭中等
1回戦 横浜清風　３２－３　　座間
2回戦 横浜清風　１１－３０　高津
1回戦 横浜清風　２２－１３　横浜南陵
2回戦 横浜清風　１３－１２　湘南工大附属
ブロック準決勝 横浜清風　１９－１４　上溝
ブロック決勝 横浜清風　１６－１９　川崎北 県ベスト１２！
1回戦 横浜清風　１３－６　光陵
2回戦 横浜清風　５－１３　希望ヶ丘

バレーボール

関東大会横浜中地区予選・団体

関東大会県予選・団体

ハンドボール・男子

バドミントン・女子

バドミントン・男子

県高校総体

横浜市民大会

ハンドボール・女子

県高校総体横浜中地区予選・シングルス

県高校総体・シングルス

県私学大会・団体

結果

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

県高校総体

関東私立高校選手権

横浜地区高体連夏季大会

横浜市民大会

関東大会県予選

横浜地区高体連夏季大会

県私学大会・団体

横浜地区高体連夏季大会

関東大会横浜地区予選

関東大会県予選

県高校総体横浜中地区予選・ダブルス

県高校総体・団体



部活名 大会名
男子棒高跳 小宮　４ｍ２０ 5位
男子棒高跳 森田　４ｍ２０ 4位
男子棒高跳 林　　４ｍ２０ 3位
男子棒高跳 岡部　４ｍ００ 一般の部4位
男子棒高跳 山舘　３ｍ８０ 5位
男子走り幅跳 北村　６ｍ１９ 7位
男子砲丸投 松野　１２ｍ１２ 2位
男子やり投 野村　４２ｍ６３ 6位
女子1500m 大塚　５’００”４８ 8位
女子棒高跳 三浦　３ｍ００ 4位
女子走幅跳 佐々木　５ｍ１３ 2位
女子三段跳 佐々木　１０ｍ８０ 4位
男子４００ｍ 松山　４９”３２ 1位（学校新記録）
男子４×１００ｍＲ 江川－堀口－北村－松山　４３”７６ 13位
男子４×４００ｍＲ 堀口－江川－野村－松山　３’２８”５４ 12位
男子棒高跳 小宮　４ｍ５０ 2位
男子棒高跳 森田　４ｍ４０ 4位
男子棒高跳 林　　４ｍ４０ 5位
男子走幅跳 北村　６ｍ２１ 11位
男子三段跳 北村　１３ｍ２２ 7位
男子砲丸投 松野　１２ｍ０３ 3位
男子円盤投 牧田　２９ｍ６３ 14位
男子円盤投 松野　３０ｍ６９ 10位
男子やり投 野村　４０ｍ４９ 15位
女子８００ｍ 大塚　２’２４”０３ 8位
女子１５００ｍ 大塚　４’５６”２９ 12位（学校新記録）
女子４００ｍＨ 阿井　７２”４８ 14位
女子４×４００ｍＲ 北山－阿井－佐々木－大塚　４’１６”４０ 13位
女子棒高跳 三浦　３ｍ００ 3位
女子走幅跳 佐々木　５ｍ１６ 2位
女子三段跳 佐々木　１０ｍ７４ 3位

セイコーゴールデングランプリ2016川崎 女子４×１００ｍＲ 三浦－北山－阿井－佐々木　５１”２２ チームベスト（組６着）
男子４００ｍ予選 松山　４９”６５ 組２着（準決勝進出）
男子４００ｍ準決勝 松山　５０”９０ 組７着（ベスト２４）
男子４×１００ｍＲ予選 江川－堀口－北村－松山　４３”４４ 組６着
男子４×４００ｍＲ予選 北山－阿井－佐々木－大塚　４’１７”６７ 組７着
男子棒高跳決勝 小宮　４ｍ５０ 第３位！、関東大会出場！
男子棒高跳決勝 森田　４ｍ２０ １１位
男子棒高跳決勝 林　　 ４ｍ４０ 第６位！ 関東大会出場！
男子走幅跳決勝 北村　６ｍ４４ ３１位
男子三段跳決勝 北村　１３ｍ４４ １６位
男子砲丸投決勝 松野　１２ｍ２５ １１位
男子やり投決勝 野村　３１ｍ８８ ５２位
女子１５００ｍ予選 大塚　４’５２”７９ 組７着（学校新記録）
女子棒高跳決勝 三浦　３ｍ１０ 第４位入賞！
女子走幅跳決勝 佐々木　５ｍ２３ １４位
女子三段跳決勝 佐々木　１０ｍ７６ ９位
男子棒高跳 小宮　4m70 第5位！ インターハイ出場決定！
男子棒高跳 林　　4m40 16位

坂本  8m86 3位
高橋彩乃  8m86 4位

女子棒高跳 三浦　3m15 5位　　関東選手権出場！

少年女子Ｂ砲丸投げ

関東大会（南関東大会）

横浜市民体育大会（入賞者）

県高校総体横浜地区予選（県大会出場者）

県高校総体

陸上競技

神奈川県選手権

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果



部活名 大会名
男子Ｂ400m 堀口  50"81 優勝
男子4×100mＲ 竹原-多田-斉藤-堀口  43"41 3位
男子棒高跳 小宮  4m40 2位
男子棒高跳 林  4m20 4位
男子棒高跳 岡部  4m10 5位
男子棒高跳 山舘  3m70 7位
男子三段跳 北村  13m24 8位
男子砲丸投げ 松野  12m28 4位
男子円盤投 松野  30m96 8位
男子やり投げ 野村  43m07 8位
女子Ｂ4×100mR 三浦-佐々木-小林-高橋  56"63 8位
女子走幅跳 佐々木  5m24 2位
女子三段跳 佐々木  10m58 7位
女子棒高跳 三浦  3m10 3位
女子砲丸投 坂本  9m14 4位
女子円盤投 坂本  25m55 6位

全国高校総体 男子棒高跳 小宮 出場
関東選手権 女子棒高跳 三浦 出場！

男子100m 多田  11"32 13位
男子400m 堀口  51"29 9位
男子110mH 斉藤  15"64 7位
男子400mH 斉藤  56"54 2位
男子400mH 石原  60"57 14位
男子4×100mＲ 竹原-多田-斉藤-堀口  43"24 3位
男子4×400ｍR 斉藤-野村-多田-堀口  3'29"81 9位
男子三段跳 北村  12m75 6位
男子三段跳 渡邉陽  12m20 16位
男子棒高跳 林  4m30 4位
男子砲丸投 松野  12m06 3位
男子円盤投 松野  31m29 3位
男子やり投 野村  42m72 8位
女子4×100mＲ 三浦-佐々木-高橋南-島村  52"85 13位
女子走幅跳 佐々木  5m02 3位
女子走高跳 小林  1m40 11位
女子走高跳 高橋彩  1m45 8位
女子三段跳 佐々木  10m95 1位
女子棒高跳 三浦  3m10 2位
女子砲丸投 坂本  8m98 3位
女子円盤投 坂本  26m61 5位

男子400m 堀口 51"09 組4着

男子4×100mR 竹原－多田－斉藤－堀口 43"13 組2着 チームベスト
女子4×100mR 三浦－佐々木－高橋南－島村 52"41 組4着 チームベスト
女子走高跳 小林 1m45 24位
女子走高跳 高橋彩 1m45 15位
男子100m 多田 11”75 組7着
男子400mH 斉藤 56"66 組2着
男子400mH 石原 62"73 組7着
男子砲丸投 松野12m64 3位、関東選抜新人大会出場！
女子棒高跳 三浦 3m00 2位、関東選抜新人大会出場！
女子走幅跳 佐々木 5m30 8位入賞
女子円盤投 坂本 25m88 15位
男子棒高跳 林　4m40 3位、関東選抜新人大会出場！

男子棒高跳 岡部 3m80 8位入賞
男子4×400mR 斉藤－アイバン－竹原－堀口 3'28"05 組3着
男子円盤投 松野 30m18 12位
女子三段跳 佐々木 11m17 2位、関東選抜新人大会出場！

男子110mH 予選 斉藤 15"80 組3着（準決勝進出）
男子110mH 準決勝 斉藤 15"42 組4着
男子三段跳 北村 12m75 19位
男子三段跳 渡邉陽（出場）
男子やり投 野村 40m89 32位
女子砲丸投 坂本 8m94 16位

県新人大会

横浜地区高体連選手権

県新人大会横浜地区予選（県大会出場者）

陸上競技

■横浜清風高等学校｜部活動・主な活動実績（H28.9月まで）

結果


