
部活名 大会名

茶道部 県総合文化祭 高文連会長賞受賞！

写真部 県総合文化祭 小松彩香さん　相鉄賞受賞！

文芸同好会 県総合文化祭 松尾百合彩さん　（短歌の部）高文連会長賞受賞！

軟式野球部 県秋季大会 2回戦 横浜清風　0-3　三浦学苑

バトン部 大学アメリカンフットボールリーグ・チア出演 （明治大学 対 中央大学）

予選1回戦 横浜清風　11-2　法政女子

予選2回戦 横浜清風　10-0　緑園・鵠沼

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ1回戦 横浜清風　9-3　　捜真女学校

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2回戦 横浜清風　7-4　　白鵬女子 横浜地区優勝！

2回戦 横浜清風　10-3　捜真女学校

3回戦 横浜清風　9-0　川崎商業

準々決勝 横浜清風　10-0　茅ヶ崎

準決勝 横浜清風　3-5　光明相模原

3位決定戦 横浜清風　0-2　高津 県4位（東日本大会出場権獲得！）

横浜清風4-0 飛龍

横浜清風0-10 木更津総合

横浜清風0-10 東海学園

横浜清風0-5 星城

横浜清風5-7 帝京安積

横浜清風5-10 健大高崎

横浜清風3-10 山梨学院

U-18リーグ 横浜清風　0-5　舞岡 通算1勝4敗2引き分け

横浜清風  0-1　山手学院

横浜清風　1-1　霧が丘

横浜清風　0-5　中大附属横浜

横浜清風1-0 横浜立野

横浜清風0-2 岸根

2回戦 横浜清風（遠山） 0-2 横浜隼人

1回戦 横浜清風（笹岡） 0-2 瀬谷西

2回戦 横浜清風（遠山・宇野） 2-0 公文国際

3回戦 横浜清風（遠山・宇野） 2-0 霧が丘

準々決勝 横浜清風（遠山・宇野） 2-0 瀬谷

準決勝 横浜清風（遠山・宇野） 0-2 旭

3位決定戦 横浜清風（遠山・宇野） 2-1 松陽 地区3位！ 県大会出場

1回戦 横浜清風（千葉・定別當） 2-0 横浜旭陵

2回戦 横浜清風（千葉・定別當） 2-0 桜丘

3回戦 横浜清風（千葉・定別當） 1-2 松陽 

2回戦 横浜清風 3-1 二俣川

準々決勝 横浜清風 0-3 戸塚

順位決定戦 横浜清風 3-1 横浜平沼

5,6位決定戦 横浜清風 3-2 霧が丘 地区5位！ 県大会出場

県新人大会・ダブルス 1回戦 横浜清風（遠山・宇野） 0-2 立花学園

県新人大会・団体 1回戦 横浜清風 1-3 湘南学院

２回戦 横浜清風Ｂ1-2 城郷Ｃ

2回戦 横浜清風Ａ2-1 緑ヶ丘Ａ

3回戦 横浜清風Ａ2-1 松陽Ａ

準決勝 横浜清風Ａ0-2 川和Ａ

ブロック３位決定戦 横浜清風Ａ1-2 霧が丘Ａ

1回戦 横浜清風（井上） 1-2 横浜隼人

1回戦 横浜清風（山下） 2-1 希望ヶ丘

2回戦 横浜清風（山下） 0-2 金井

1回戦 横浜清風（金城・佐藤） 2-0 県商工

2回戦 横浜清風（金城・佐藤） 0-2 希望ヶ丘

1回戦 横浜清風（山下・加藤） 0-2 白山

1回戦 横浜清風 3-0 県商工

2回戦 横浜清風 1-3 希望ヶ丘

1回戦 横浜清風Ａ0-3 岸根高校Ａ

2回戦 横浜清風Ｂ0-2 戸塚Ａ

2回戦 横浜清風24-16 桜丘

3回戦 横浜清風10-14 戸塚

5位決定戦 横浜清風16-20 横浜緑ヶ丘

1回戦 横浜清風14-13 厚木北

2回戦 横浜清風14-28 戸塚

県選手権 2回戦 横浜清風24-25 光陵

県新人大会 1回戦 横浜清風8-10 湘南

1回戦 横浜清風18-13 厚木北

2回戦 横浜清風18-22 藤沢西

ハンドボール部・男子

ハンドボール部・女子
県選手権

県新人大会横浜中地区予選・シングルス

県新人大会横浜中地区予選・ダブルス

県新人大会横浜中地区予選・団体

横浜地区冬季バドミントン大会（団体）

バドミントン部・女子

横浜地区秋季大会

結果

ソフトボール部

新人戦・横浜地区予選

県新人大会

ウィンターフェスティバル

サッカー部

横浜地区冬季大会

新人大会

バドミントン部・男子

横浜地区冬季バドミントン大会（団体）

県新人大会横浜中地区予選・団体

県新人大会横浜中地区予選・ダブルス

県新人大会横浜中地区予選・シングルス

県新人大会



部活名 大会名 結果

横浜地区大会（個人） 出場 横浜清風（加賀美・麦山）ペア

2回戦 横浜清風（野村・功刀）0-4 横浜商大

3回戦 横浜清風（尾﨑・金子）4-2 桜丘 県大会出場決定

4回戦 横浜清風（尾﨑・金子）0-4 横浜商大

3回戦 横浜清風（加賀美・麦山）4-0 横浜修悠館 県大会出場決定

5回戦 横浜清風（加賀美・麦山）3-4 金井 ベスト8！

2回戦 横浜清風（野村ペア）0-4 横浜創英

4回戦 横浜清風（加賀美・麦山）0-6 慶應 ベスト16！

4回戦 横浜清風（尾﨑・金子）1-4 横浜南陵 ベスト16！

1回戦 横浜清風（尾﨑・金子）2-4 武相

2回戦 横浜清風（加賀美・麦山）2-4 三浦学苑

1回戦 横浜清風2-1 生蘭

2回戦 横浜清風0-3 湘南

3回戦 横浜清風（尾﨑・金子）2-4　横浜

4回戦 横浜清風（加賀美・麦山）1-4 横浜創英

1回戦 横浜清風（金子）1-3 光陵

2回戦 横浜清風（加賀美）2-4 市立戸塚

2回戦 横浜清風（野村）2-3 桜丘

１回戦 横浜清風（加賀美・麦山）4-0 湘南学院Ｂ

２回戦 横浜清風（尾﨑・金子）4-2 湘南学院Ｂ

２回戦 横浜清風（加賀美・麦山）3-4 桐蔭学園

２回戦 横浜清風（尾﨑・金子）4-1 桐蔭学院

２回戦 横浜清風（小林・野村）3-4 桐蔭学園

2回戦シード 横浜清風（尾﨑・金子）4-2 柏陽

3回戦 横浜清風4-2 慶應義塾

準々決勝 横浜清風4-2 桜丘

準決勝 横浜清風3-4 慶應義塾 ブロック3位

１回戦 横浜清風（野村組）0-4 横浜商大

1回戦 横浜清風2-0 松陽
2回戦 横浜清風2-0 保土ヶ谷
3回戦 横浜清風0-2 市立金沢
2回戦 横浜清風2-1 市立川崎
3回戦 横浜清風0-2 東海大相模
1回戦 横浜清風2-0 青学英和
2回戦 横浜清風2-0 舞岡
3回戦 横浜清風0-2 横浜創英

横浜清風2-0 立花学園
横浜清風2-0 湘南工科大附属

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 横浜清風0-2 横浜創英
ブロック準決勝 横浜清風2-0 横浜翠陵
ブロック決勝 横浜清風2-0 東 県新人大会

1回戦 横浜清風2-1 麻溝台
2回戦 横浜清風0-2 厚木北 県ベスト３２！

仏教主義学校連盟親善大会 2回戦 横浜清風1-2 淑徳

2回戦 横浜清風3-0 瀬谷

3回戦 横浜清風2-0 保土ヶ谷

4回戦 横浜清風2-0 大船

5回戦 横浜清風1-2 聖光学院 県ベスト１６！

2回戦 横浜清風2-1 聖園女学院

3回戦 横浜清風2-0 川崎橘

4回戦 横浜清風1-2 桐光学園 県ベスト３２！

2回戦 横浜清風（川﨑）1-3 武蔵野女子

1回戦 横浜清風（松岡）3-0 淑徳

2回戦 横浜清風（松岡）0-3 宝仙

横浜清風（松岡）3-0 神総産

横浜清風（松岡）3-0 横須賀総合
決勝トーナメント２回戦 横浜清風（松岡）0-3 翠陵

横浜清風（川﨑）2-3 鶴嶺

横浜清風（川﨑）0-3 逗子

予選リーグ 横浜清風（三上）0-3 旭丘

新人大会横浜地区予選（ダブルス） 横浜清風（川﨑・松岡）3-0 横浜翠陵 県大会出場！

横浜清風（三上）1-3 柏陽

横浜清風0-3 フェリス

横浜清風（川﨑）1-3 横浜清陵総合 　

横浜清風3-0 上矢部

横浜清風（松岡）0-3 聖ヨゼフ

横浜清風3-0 横浜翠嵐

新人大会県大会（ダブルス） 2回戦 横浜清風（川﨑・松岡）2-3 桐光

横浜清風3-2 高木学園女子

横浜清風1-4 山手学院

横浜清風1-4 横浜翠陵

県選手権

横浜地区秋季大会

県私学選手権

県新人大会横浜地区予選

県新人大会（団体）

県新人大会横浜地区予選（個人）

横浜地区学年別大会（個人）

横浜地区大会

県私立大会（冬季団体）

県高校選手権地区予選

市民体育大会

県新人大会（団体）

県新人大会（個人）

予選リーグ

予選リーグ

卓球部・女子

硬式テニス部・女子

ソフトテニス部・男子

バレーボール部

硬式テニス部・男子

仏教主義学校連盟親善大会（シングルス）

日本ジュニアオープン県大会（シングルス）

県新人大会横浜地区予選（シングルス）

横浜地区大会（団体）

予選リーグ

予選リーグ

県新人大会

県新人大会（団体）

横浜市内選手権



部活名 大会名 結果

1回戦 横浜清風（杉山・石崎）3-0 浅野

1回戦 横浜清風（大林・西澤）3-1 聖光学院

1回戦 横浜清風（佐藤・久保田）0-3 横浜創英

1回戦 横浜清風（江口・中島）0-3 柏陽

1回戦 横浜清風（寺島・本島）0-3 桜丘

1回戦 横浜清風（中山・中村）3-2 光陵

2回戦 横浜清風（杉山・石崎）3-2 瀬谷西

2回戦 横浜清風（佐藤・関根）2-3 新栄

2回戦 横浜清風（大林・西澤）1-3 鶴見

2回戦 横浜清風（中山・中村）0-3 慶応

3回戦 横浜清風（杉山・石崎）2-3 神大付属

1回戦 横浜清風（杉山）3-2 関東六浦

1回戦 横浜清風（石崎）3-0 金井

2回戦 横浜清風（杉山）3-0 神奈川工業

2回戦 横浜清風（石崎）3-1 舞岡

3回戦 横浜清風（杉山）3-2 日大 県大会出場！

3回戦 横浜清風（石崎）0-3 日大

1回戦 横浜清風Ａ3-2 聖徳Ｂ

２回戦 横浜清風Ａ2-3 芝Ｂ

1回戦 横浜清風Ｂ0-3 芝Ｄ

１回戦 横浜清風Ｃ1-2 駒込Ｂ

県新人大会（団体） 1回戦 横浜清風1-3 港北

県新人大会（シングルス） １回戦 横浜清風（杉山）0-3 熊谷

１回戦 横浜清風1-3 横浜

交流戦 横浜清風3-0 新羽

1回戦 横浜清風0-3 拓大紅陵

交流戦 横浜清風0-3 上溝南

2回戦 横浜清風3-2 中大附属横浜

3回戦 横浜清風0-4 横浜隼人Ｂ

1回戦 横浜清風（中原）対 川崎総合科学　敗退

1回戦 横浜清風（堤）対 大和南　敗退

1回戦 横浜清風（志村）対 橘学苑　敗退

1回戦 横浜清風（片田）対 大和　勝利

2回戦 横浜清風（片田）対 不戦勝

3回戦 横浜清風（片田）対 西湘　敗退

１回戦 横浜清風3-2 元石川

２回戦 横浜清風0-5 東海大相模

横浜地区秋季大会（団体） 1回戦 横浜清風0-4 横浜隼人Ｂ

県新人大会（個人） 1回戦 横浜清風（石井）対　湘南工大附属　敗退

横浜アンサンブルコンテスト トランペット五重奏 金賞！

全国ポピュラーステージコンクール 優秀賞！

県秋季大会 1回戦 横浜清風73-97 アレセイア湘南 県ベスト８！

1回戦 横浜清風151-45 三浦学苑

2回戦 横浜清風102-36 山手学院

3回戦 横浜清風88-72 保土ヶ谷

準決勝 横浜清風81-83 逗葉 県大会出場！

1回戦 横浜清風108-50 藤沢西

2回戦 横浜清風72-49 慶應

3回戦 横浜清風69-98 東海大相模 県ベスト16

１回戦 横浜清風107-56 磯子工業

2回戦 横浜清風75-71 桜丘 準々決勝進出

3回戦 横浜清風91-81 荏田

準決勝 横浜清風77-72 保土ヶ谷

決勝 横浜清風67-61 元石川 優勝！

県秋季大会 準々決勝 横浜清風　71-89　旭 県ベスト8！

2回戦 横浜清風　139-16　永谷･磯子･みなと総合

3回戦 横浜清風 103-44 横須賀学院

4回戦 横浜清風　92-39 桜丘

準決勝 横浜清風　99-48 横浜緑が丘

決勝 横浜清風　90-76 金沢総合 県大会出場！

2回戦 横浜清風101-23 金沢

3回戦 横浜清風75-49 荏田

4回戦 横浜清風80-69 相模女子大学

準決勝 横浜清風70-74 座間 県ベスト４！

出場

全国選抜大会神奈川県代表選考会

横浜地区秋季大会（団体）

県新人大会（個人）

男子バスケットボール部

横浜市選手権兼横浜市民大会YOKOHAMA CUP

県新人大会南支部予選

新人大会県大会

横浜地区大会

県新人大会南支部予選

県新人大会

剣道部・男子

剣道部・女子

卓球部・男子

吹奏楽部

女子バスケットボール部

横浜市選手権

県新人大会横浜地区予選（ダブルス）

県新人大会横浜地区予選（シングルス）

仏教主義学校連盟親善大会（男子団体）

横浜地区大会（団体）

1回戦敗退
佐藤諒、関根、佐藤吏、大林、西澤、久保田、江口、
中島、寺島、本島、中山、中村、菊地、小池



部活名 大会名 結果

インターハイ（全国高校総体） 1回戦 横浜清風（鈴木・川間） 0-4 豊田大谷

1回戦 横浜清風（川島・東） 0-4 相洋
2回戦 横浜清風（黒田・山本） 1-4 みなと総合
3回戦 横浜清風（楠橋・清水） 1-4 高津
3回戦 横浜清風（友利・國仲） 1-4 相洋
3回戦 横浜清風（佐藤・鎌田） 1-4 大和南
4回戦 横浜清風（山形・高橋） 3-4 鶴嶺
4回戦 横浜清風（大場・熊田） 0-4 秦野総合
4回戦 横浜清風（古谷・安中） 1-4 日大藤沢
5回戦 横浜清風（鈴木・川間） 2-4 日大藤沢
5回戦 横浜清風（土浜・中村） 0-4 川崎橘
1回戦 横浜清風（川島・東） 2-4 横浜商業
2回戦 横浜清風（友利・國仲） 3-4 光陵
3回戦 横浜清風（黒田・山本） 1-4 横浜創英
3回戦 横浜清風（楠橋・清水） 3-4 高木学園
3回戦 横浜清風（山形・高橋） 2-4 高木学園
3回戦 横浜清風（大場・熊田） 1-4 横浜創英
3回戦 横浜清風（池田・鳥澤） 1-4 横浜創英
4回戦 横浜清風（佐藤・鎌田） 0-4 横浜南
4回戦 横浜清風（鈴木・川間） 1-4 横浜創英
5回戦 横浜清風（古谷・安中） 2-4 横浜創英 ベスト8！
5回戦 横浜清風（土浜・中村） 2-4 横浜創英 ベスト8！
1回戦 横浜清風A 2-0 氷取沢・金井B
1回戦 横浜清風B 2-0 横浜女学院C
1回戦 横浜清風C 2-1 高木学園B
2回戦 横浜清風A 2-0 桜丘
2回戦 横浜清風B 2-0 川和
2回戦 横浜清風C 2-1 柏陽
3回戦 横浜清風A 2-0 横浜創英C
3回戦 横浜清風B 2-1 元石川A
3回戦 横浜清風C 0-2 横浜創英A ベスト8！
準決勝 横浜清風A 2-0 横浜創英B
準決勝 横浜清風B 1-2 横浜創英A 第3位！
決勝 横浜清風A 1-2 横浜創英A 準優勝！

横浜清風（川島・東） 0-4 日大藤沢
横浜清風（池田・友利） 0-4 横浜創英
横浜清風（黒田・熊田） 2-4 横浜創英
横浜清風（楠橋・清水） 3-4 三浦学苑
横浜清風（鳥澤・山本） 0-4 法政女子
横浜清風（大場・國仲） 0-4 三浦学苑
横浜清風（佐藤・高橋） 3-4 向上
横浜清風（山形・鎌田） 1-4 日大藤沢
横浜清風（古谷・安中） 0-4 相洋 ベスト16！
横浜清風（鈴木・川間） 3-4 相洋 ベスト16！
横浜清風（土浜・中村） 2-4 東海大相模 ベスト16！
横浜清風（川島・東）3-4　横浜商大
横浜清風（友利・鳥澤）3-4　金井

3回戦 横浜清風（大場・國仲）1-4　金井 ベスト8！
横浜清風（山形・高橋）1-4　横浜清風（池田・山本） 3位！
横浜清風（佐藤・鎌田）2-4　横浜清風（楠橋・清水） 4位！

決勝 横浜清風（楠橋・清水）4-2　横浜清風（池田・山本） 優勝！ 準優勝！
横浜清風（大場・國仲）2-4　厚木西
横浜清風（佐藤・鎌田）0-4　市立川崎
横浜清風（池田・山本）3-4　鶴嶺
横浜清風（楠橋・清水） 3-4 横浜商業

4回戦 横浜清風（山形・高橋）2-4　小田原 県ベスト32！
2回戦 横浜清風（川島・東）0-4  氷取沢
4回戦 横浜清風（友利・國仲）3-4  金井 ベスト8！
準決勝 横浜清風（池田・鳥澤）2-4  横浜清風（山形・高橋） 3位！
決勝 横浜清風（佐藤・鎌田）4-2  横浜清風（山形・高橋） 優勝！ 準優勝！
2回戦 横浜清風　3-0　三浦学苑
3回戦 横浜清風　2-1　大磯
4回戦 横浜清風　2-1　西湘
5回戦 横浜清風　1-2　小田原 県ベスト8！

横浜清風（佐藤・鎌田）3-4 光陵
横浜清風（大場・國仲）3-4 横浜商業
横浜清風（友利・鳥澤）0-4 市立南
横浜清風（池田・山本）0-4 横浜創英 ベスト8！
横浜清風（楠橋・清水）0-4 市立南 ベスト8！

準決勝 横浜清風(山形・髙橋）1-4 横浜創英 3位！
横浜清風（楠橋・鎌田）4-2 横浜創英
横浜清風（楠橋・鎌田）4-3 富士見丘
横浜清風（楠橋・鎌田）2-4 横浜商業
横浜清風（山形・髙橋）3-4 横浜創英
横浜清風（山形・髙橋）4-0 光陵
横浜清風（山形・髙橋）0-4 横浜創英
横浜清風（池田・山本）4-2 横浜創英
横浜清風（池田・山本）4-0 横浜商業
横浜清風（池田・山本）4-3 市立南 予選リーグ1位で決勝トーナメントへ

決勝トーナメント 横浜清風（池田・山本）3-4 横浜創英 第4位
横浜清風（楠橋）1-4 光陵
横浜清風（鎌田）3-4 金井

決勝 横浜清風（山形）4-0 横浜清風（佐藤） 山形、佐藤は県大会出場！

横浜市民体育大会（個人）

横浜ジュニアインドア大会

県シングルス選手権横浜Ｂ予選

5回戦

予選リーグ

予選リーグ

予選リーグ

3回戦

県新人大会（個人）

2回戦

3回戦

横浜市学年別大会

県新人大会（団体）

3回戦

2回戦

県新人大会横浜地区予選（個人）

2回戦

準決勝

3回戦

県選手権（個人）

横浜市民体育大会・ジュニア大会（個人）

横浜市民体育大会･ジュニア大会（団体）

ソフトテニス部・女子

県私学大会（個人）



部活名 大会名 結果

男子100m（予選） 多田　11"75 組7着

男子110mH（予選） 斉藤 15"80 組3着

男子110mH（準決） 斉藤 15"42 組4着

男子400mH（予選） 斉藤 56"66 組2着
男子4×100mＲ（予選） 竹原-多田-斉藤-堀口 43"13 組2着、ﾁｰﾑﾍﾞｽﾄ
男子4×400mＲ（予選） 斉藤-ｱｲﾊﾞﾝ-竹原-堀口 3'28"05 組3着

男子棒高跳 林　4m40 3位入賞、関東選抜新人大会出場

男子棒高跳 岡部　3m80 8位入賞

男子棒高跳 山舘　3m80 9位

男子三段跳 北村 12m75 19位

男子三段跳 渡邉陽 NM

男子砲丸投 松野 12m64 3位入賞、関東選抜新人大会出場

男子円盤投 松野 30m18 12位

男子やり投 野村 40m89 32位
女子4×100mＲ（予選） 三浦-佐々木-高橋南-島村 52"41 組4着、ﾁｰﾑﾍﾞｽﾄ

女子走高跳 高橋彩 1m45 15位

女子走高跳 小林 1m45 24位

女子棒高跳 三浦 3m00 2位入賞、関東選抜新人大会出場

女子走幅跳 佐々木 5m30 8位入賞

女子三段跳 佐々木 11m17 2位入賞、関東選抜新人大会出場

女子砲丸投 坂本 8m94 16位

女子円盤投 坂本 25m88 15位

男子100m（予選） 多田 11"58 組5着

男子100m（予選） 斉藤 11"54 組5着

男子200m（予選） 堀口 23"08 組3着

男子400m（予選） 堀口 50"40 組2着

男子400m 堀口 51"40 8位入賞

男子5000m（予選） 深野 18'07"29 組16着

男子10000m 深野 37'49"06 9位

男子110mH（予選） 斉藤 15"61 組2着

男子400mH（予選） 斉藤 57"29 組3着

男子400mH 斉藤 56"57 5位入賞
男子4×100mＲ（予選） 竹原-多田-斉藤-堀口 43"55 組2着

男子4×100mＲ 野村-多田-斉藤-堀口 43"32 3位入賞

男子走高跳 石原 1m80

男子棒高跳 林 4m00 5位入賞

男子走幅跳 北村 6m12

男子三段跳 北村 13m35 8位入賞

男子 やり投 野村 45m13 3位入賞

女子100m（予選） 佐々木 13"08 組3着

女子100m（準決） 佐々木 13"17 組5着
女子4×100mＲ（予選） 三浦-佐々木-高橋南-島村 52"66 組3着
女子4×400mR（予選） 三浦-佐々木-高橋南-島村 4'17"53 組1着

女子4×400mR 三浦-佐々木-高橋南-島村 4'17"53 組1着

女子100mH（予選） 高橋彩 18"05 組5着

女子走高跳 高橋彩 1m45

女子走高跳 小林 1m40

女子棒高跳 三浦 3m20 2位入賞

女子走幅跳 佐々木 5m40 優勝！

女子三段跳 佐々木 11m26 2位入賞

女子砲丸投 坂本 9m42 5位入賞

女子砲丸投 高橋彩 7m99

女子円盤投 坂本 27m30 6位入賞

女子三段跳 佐々木 11m68 2位入賞！

男子棒高跳 林 4m40 8位入賞

男子砲丸投 松野 12m30 17位

女子棒高跳 三浦 2m90 14位

横浜市選手権大会

関東選抜新人大会

陸上競技部

県新人大会



部活名 大会名 結果

男子総合 52点 3位！

女子総合 34.5点 3位！

男子100m（予選） 多田 11"54 組1着

男子100m（予選） 竹原 11"53 組1着

男子100m（予選） 吉田 12"09 組3着

男子100m（準決） 多田 11"65 組7着

男子100m(準決） 竹原 11"66 組8着

男子200m（予選） 多田 23"49 組4着

男子200m（予選） 竹原 23"99 組4着

男子200m（予選） 荒川 23"63 組3着

男子400m（予選） 堀口 52"26 組1着

男子400m（予選） 江口 57"00 組4着

男子800m（予選） 今井 2'08"92 組1着

男子1500m（予選） 今井 4'36"03 組7着

男子5000m 深野 17'41"05 組12着

男子110mH（予選） 斉藤 15"43 組1着

男子110mH 斉藤 15"32 優勝！

男子400mH（予選） 斉藤 56"88 組1着

男子400mH（予選） 石原 60"29 組3着

男子400mH 斉藤 55"65 3位入賞
男子4×100mＲ（予選） 竹原-多田-斉藤-堀口 43"46 組1着

男子4×100mＲ 竹原-多田-斉藤-堀口 43"62 7位入賞
男子4×400mＲ（予選） 竹原-野村-多田-堀口 3'34"52 組3着

男子走高跳 石原 1m80 7位入賞

男子走高跳 関谷 1m70

男子棒高跳 岡部　4m10 優勝！

男子棒高跳 山舘 3m70 3位入賞

男子走幅跳 高橋歩 5m89

男子走幅跳 北村 5m77

男子走幅跳 芳賀 5m71

男子三段跳 渡邉陽 13m11 4位入賞

男子三段跳 高橋歩 12m78 8位入賞

男子三段跳 北村 12m53

男子砲丸投 松野 12m39 2位入賞

男子円盤投 野村 24m73

男子やり投 野村 47m06 2位入賞

女子100m（予選） 江間 14"35 組5着

女子100m（予選） 高橋南 13"80 組4着

女子100m（予選） 島村 13"63 組3着

女子100m（準決） 島村 13"55 組5着

女子200m（予選） 江間 29"24 組5着

女子200m（予選） 高橋南 28"66 組4着

女子200m（予選） 島村 28"22 組5着
女子4×100mＲ（予選） 三浦-佐々木-高橋南-島村 51"76 組1着

女子4×100mＲ 三浦-佐々木-高橋南-島村 51"63 4位入賞
女子4×400mＲ（予選） 江間-高橋南-坂本-島村 4'32"27 組5着

女子走高跳 高橋彩 1m45 7位入賞

女子走高跳 小林 1m40

女子棒高跳 三浦 3m00 優勝！

女子走幅跳 佐々木 5m25 優勝！

女子砲丸投 坂本 8m95 5位入賞

女子砲丸投 高橋彩 8m89 6位入賞

女子円盤投 坂本 28m28 4位入賞

男子八種競技 斉藤 4493点 6位入賞

男子八種競技 野村 4289点 12位

男子八種競技 石原 4097点 17位
男子八種競技（団体） 横浜清風 4700点 11位

女子七種競技 佐々木 3703点 3位入賞
女子七種競技（団体） 横浜清風 3147点 15位

横浜地区高体連学校対抗新人大会

県混成競技会

陸上競技部


