
部活名 大会名
1回戦 横浜清風（中原）－相原　負

1回戦 横浜清風（宇佐美）－新城　負

1回戦 横浜清風（志村）－横浜　負

2回戦 横浜清風（片田）－大和東　負

1回戦 横浜清風4-1新羽

2回戦 横浜清風4-1霧が丘

3回戦 横浜清風0-5弥栄 県ベスト３２！

1回戦 横浜清風（峯山）－横浜隼人　負

1回戦 横浜清風（茂木）－横浜商大　負

1回戦 横浜清風（山本藍）－横浜　負

2回戦 横浜清風（山本涼）－氷取沢　負

1回戦 横浜清風（中原）-鶴見　負

2回戦 横浜清風（宇佐見）－氷取沢　負

2回戦 横浜清風（片田）－横浜商大　負

2回戦 横浜清風（志村）－横浜商大　負

2回戦 横浜清風（志村）－武相　負

2回戦 横浜清風（片田）－相模原中等　負

関東大会県予選（個人） 1回戦 横浜清風（工藤）－新羽　負

2回戦 横浜清風（加藤）－横浜隼人　負

2回戦 横浜清風（工藤）－横浜商大　負

2回戦 横浜清風（工藤）－神奈川総合　負

2回戦 横浜清風（加藤）－市ヶ尾　負

関東大会県予選（団体） 1回戦 横浜清風０－３舞岡

2回戦 横浜清風（佐藤・関根）3-1関東六浦

2回戦 横浜清風（石崎・杉山）0-3日大高

3回戦 横浜清風（佐藤・関根）1-3桐蔭学園

2回戦 横浜清風（小池）0-3市ヶ尾

2回戦 横浜清風（石崎）0-3桐蔭

2回戦 横浜清風（中山）0-3横浜商

2回戦 横浜清風（寺島）0-3関東六浦

2回戦 横浜清風（江口）0-3慶應

2回戦 横浜清風（本島）0-3武相

2回戦 横浜清風（関根）0-3横浜緑ヶ丘

2回戦 横浜清風（大林）0-3横浜商

2回戦 横浜清風（久保田）0-3田奈

2回戦 横浜清風（中村）-0-3上矢部

2回戦 横浜清風（佐藤）1-3横浜立野

2回戦 横浜清風（杉山）0-3横浜商業

2回戦 横浜清風（佐藤）3-0瀬谷

3回戦 横浜清風（佐藤）3-0市ヶ尾

4回戦 横浜清風（佐藤）0-3桐蔭学園 ブロック準決勝敗退

2回戦 横浜清風（松岡）0-3横浜創英

2回戦 横浜清風（椎木）0-3山手学院

1回戦 横浜清風（松岡・川崎）3-0中大附属横浜

2回戦 横浜清風（松岡・川崎）0-3横浜商

2次予選1回戦 横浜清風（松岡・川崎）3-2横浜商

2次予選2回戦 横浜清風（松岡・川崎）3-1神奈川学園 県大会出場決定！

関東大会横浜地区予選（団体） 1回戦 横浜清風0-3川崎市立橘

1回戦 横浜清風（松岡・川崎）3-0生田東

2回戦 横浜清風（松岡・川崎）0-3横浜隼人

◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）

横浜地区春季大会（1年：個人）

県総体（個人）

剣道部（男子）

剣道部（女子）

関東大会県予選（団体）

横浜地区春季大会（1年：個人）

横浜地区春季大会（2年：個人）

横浜地区春季大会（3年：個人）

県総体（個人）

関東大会県予選（個人）

結果

卓球部（女子）

関東大会横浜地区予選（ｼﾝｸﾞﾙｽ）

関東大会横浜地区予選（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

県総体（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

関東大会横浜地区予選（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

卓球部（男子）

関東大会横浜地区予選（ｼﾝｸﾞﾙｽ）
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◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）

横浜市民大会（YOKOHAMA CUP） 決勝 横浜清風67-61元石川 優勝！（2連覇！）

1回戦 横浜清風１１１－６５金井

2回戦 横浜清風１３３－３９三浦学苑

1回戦 横浜清風１２９－７１市立金沢

2回戦 横浜清風１１２－６１創学館

3回戦 横浜清風１０４－５８大船

4回戦 横浜清風７１－７４湘南工科大付属 県ベスト１６

1回戦 横浜清風１１３－４７横浜商大

2回戦 横浜清風８６－４９川新栄

3回戦 横浜清風８２－４６松陽

準決勝 横浜清風７７－６２石川

決勝 横浜清風８３－７８金沢総合 優勝！

1回戦 横浜清風１１４－５２高津

2回戦 横浜清風１０４－３８厚木東

3回戦 横浜清風５７－７６相模女子

準々決勝 横浜清風６０－６３鵠沼 県ベスト８

1回戦 横浜清風２－０カリタス女子

ブロック準決勝 横浜清風２－０立花学園

ブロック決勝 横浜清風０－２三浦学苑 21年連続21回目の私学関東出場！

1回戦 横浜清風２－０城郷

2回戦 横浜清風２－０松陽

3回戦 横浜清風２－０横浜栄

準々決勝 横浜清風２－０横浜立野

準決勝 横浜清風２－１鶴見

決勝 横浜清風０－２横浜隼人 準優勝！

ブロック準決勝 横浜清風２－０柏陽

ブロック決勝 横浜清風２－０東 県予選出場！

関東大会県予選 1回戦 横浜清風０－２山北

横浜清風４－４常葉菊川

横浜清風０－６大田原女子

横浜清風５－０桐朋女子

横浜清風１－５千葉黎明

2回戦 横浜清風７－１桐光学園

3回戦 横浜清風１０－０桐蔭学園

準々決勝 横浜清風３－４座間総合

5・6位決定戦 横浜清風４－５向上

7・8位決定戦 横浜清風１０－０湘南学院 県７位！

関東大会横浜中地区予選（団体） 1回戦 横浜清風１－２金井

1回戦 横浜清風（佐藤・金城）１－２県商工

1回戦 横浜清風（山下・加藤）１－２松陽

1回戦 横浜清風（井上）０－２霧が丘

1回戦 横浜清風（山下）２－０舞岡

2回戦 横浜清風（山下）２－１瀬谷

準々決勝 横浜清風（山下）０－２桜ヶ丘

5・6位決定戦 横浜清風（山下）０－２横浜商大

7・8位決定戦 横浜清風（山下）２－０瀬谷 ７位、県大会出場！

県総体（団体） 1回戦 横浜清風２－３磯子

関東大会横浜中地区予選（ダブルス）

県総体横浜中地区予選（シングルス）

バドミントン（男子）

ソフトボール

東日本大会

関東大会県予選

予選リーグ

2部決勝トーナメント

関東大会県予選

バレーボール

私学関東大会県予選会

横浜市民大会

関東大会県予選横浜地区予選

女子バスケットボール部

関東大会県予選

男子バスケットボール部

県総体兼総体南支部予選会

横浜市民大会（YOKOHAMA　CUP）
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◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）

2回戦 横浜清風２－０光陵

3回戦 横浜清風２－０松陽

準決勝 横浜清風２－１旭

決勝 横浜清風２－１霧が丘 中地区優勝！県大会出場！

1回戦 横浜清風２－１藤沢清流

2回戦 横浜清風１－２横浜創英 県ベスト３２！

2回戦 横浜清風（遠山・星野）２－０霧が丘

3回戦 横浜清風（遠山・星野）２－０平沼

4回戦 横浜清風（遠山・星野）０－２旭

順位戦 横浜清風（遠山・星野）２－１瀬谷

5位決定戦 横浜清風（遠山・星野）２－０霧が丘 地区５位！、県大会出場！

1回戦 横浜清風（千葉・定別當）２－０金井

2回戦 横浜清風０－２旭

1回戦 横浜清風（笹岡）０－２二俣川看護福祉

1回戦 横浜清風（遠山）２－０瀬谷西

2回戦 横浜清風（遠山）２－１光陵

3回戦 横浜清風（遠山）１－２旭

2回戦 横浜清風３－０高浜

3回戦 横浜清風１－３弥栄

県総体（ダブルス） 1回戦 横浜清風（遠山・星野）０－２総合科学

1回戦 横浜清風8-0日本大学高校

2回戦 横浜清風2-5慶應義塾

サッカー部 総体予選 1回戦 横浜清風０－５桜丘高校

１回戦 横浜清風１８－１７城山

２回戦 横浜清風１５－３３桐光学園

県選手権大会 横浜清風２０－３５百合ヶ丘

関東大会県予選 1回戦 横浜清風１３－１８東

1回戦 横浜清風２９－５桐蔭学園

2回戦 横浜清風１１－２３厚木東

2回戦 横浜清風3-0海老名

3回戦 横浜清風2-1相模原中等

4回戦 横浜清風2-1七里ヶ浜

5回戦 横浜清風0-2慶應義塾 県ベスト１６！

4回戦 横浜清風（権藤）6-0森村学園 本戦出場！

4回戦 横浜清風（塩崎）1-6サレジオ

3回戦 横浜清風（青木）0-6深沢

3回戦 横浜清風（森）0-6法政二

2回戦 横浜清風（齋藤）2-6柏陽

4回戦 横浜清風(権藤・森）6-7慶應義塾

3回戦 横浜清風（宮地・久保）3-6東海大相模

3回戦 横浜清風（青木・塩崎）5-7弥栄

2回戦 横浜清風（齋藤・堀江）5-7関東六浦

1回戦 横浜清風（権藤）6-3横浜東

2回戦 横浜清風（権藤)3-6湘南工大附属

軟式野球部 県春季大会

県総体横浜中地区予選（ダブルス）

県総体横浜中地区予選（シングルス）

県総体（団体）

バドミントン（女子）

硬式テニス部（男子）

県総体（団体）

県総体予選（ｼﾝｸﾞﾙｽ）

県総体予選（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）

県総体（ｼﾝｸﾞﾙｽ）

関東大会横浜中地区予選（団体）

関東大会県予選（団体）

県総体

県総体
ハンドボール（男子）

ハンドボール（女子）
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◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）

1回戦 横浜清風3-0横浜翠陵

2回戦 横浜清風1-2桐蔭学園

4回戦 横浜清風（南城）6-2逗葉 本戦出場！

4回戦 横浜清風（木村）1-6桜丘

3回戦 横浜清風（飛田）4-6厚木西

2回戦 横浜清風（東三条）0-6白鵬女子

4回戦 横浜清風（木村・東三条）6-1アレセイア湘南 本戦出場！

4回戦 横浜清風（加藤・森笠）0-6慶應湘南

2回戦 横浜清風（南城・飛田）4-6白鵬女子

1回戦 横浜清風（重松・高木）0-6金井

県総体(ｼﾝｸﾞﾙｽ） 1回戦 横浜清風（南城）0-6東海大相模

県総体（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ） 1回戦 横浜清風（木村・東三条）1-6弥栄

2回戦 横浜清風2-1鎌倉学園

3回戦 横浜清風0-2三浦学苑

2回戦 横浜清風（加賀美･麦山）3-4横浜商大

3回戦 横浜清風（尾﨑･金子）4-1横浜商大

4回戦 横浜清風（尾﨑･金子）2-4金井 県大会出場！

1回戦 横浜清風（野村･古谷）2-4光陵

2回戦 横浜清風（佐藤･鈴木）0-4桜丘

関東大会県予選（個人） 2回戦 横浜清風（尾﨑･金子）1-4法政二

1回戦 横浜清風2-0有馬

2回戦 横浜清風2-1桐蔭学園

3回戦 横浜清風0-2川崎市立橘

3回戦 横浜清風（加賀美･麦山）4-0桜丘

準々決勝 横浜清風（加賀美･麦山）3-4金井 横浜Ｂ地区ﾍﾞｽﾄ8．県大会出場！

2回戦 横浜清風（尾﨑･金子）0-4金井

2回戦 横浜清風（野村･古谷）4-2横浜商大

3回戦 横浜清風（野村･古谷）0-4金井 県大会出場！

2回戦 横浜清風（渡部･佐藤）2-4横浜商大

1回戦 横浜清風（勝俣･鈴木）1-4県商工

1回戦 横浜清風（佐々木･照井）0-4戸塚

1回戦 横浜清風（加賀美･麦山）4-1秦野

2回戦 横浜清風（加賀美･麦山）4-1武相

3回戦 横浜清風（加賀美･麦山）1-4川崎市立橘 県ベスト６４

1回戦 横浜清風（野村･古谷）4-1横浜

2回戦 横浜清風（野村･古谷）0-4東海大相模

2回戦 横浜清風B 0-3 横浜創英C

2回戦 横浜清風Ａ 3-0 青学英和Ｂ

3回戦 横浜清風Ａ 2-1 東海大相模Ｂ

4回戦 横浜清風Ａ 0-2 横浜創英Ａ 県私学、ベスト８！

横浜地区トーナメント（団体） 1回戦 横浜清風2-3桜丘

1回戦 横浜清風（宮田･井上）0-4富士見丘

2回戦 横浜清風（浦澤･林田）2-4光陵

2回戦 横浜清風（佐藤･竹見）1-4光陵

2回戦 横浜清風（友利･鳥澤）1-4光陵

2回戦 横浜清風（馬淵･眞壁）3-4光陵

2回戦 横浜清風（川島･東）2-4光陵

3回戦 横浜清風（大場･國仲）3-4横浜清風（古畑･小駒） 県大会出場！

3回戦 横浜清風（川間･土田）0-4光陵 県大会出場！

4回戦 横浜清風（棚橋・山本）4-2横浜清風（鈴木･中村） 県大会出場！

準決勝 横浜清風（山形･髙橋）4-1横浜清風（古畑･小駒） 県大会出場！

準決勝 横浜清風（楠橋･山本）4-0横浜清風（池田･鎌田） 県大会出場！

決勝 横浜清風（山形･髙橋）4-0横浜清風（楠橋･山本） 優勝、2組ともに県大会出場！

ソフトテニス部（女子）

関東大会横浜地区予選（個人）

ソフトテニス部（男子）

関東大会横浜地区予選（個人）

関東大会県予選（団体）

県総体横浜地区予選（個人）

県総体（個人）

県私学大会（団体）

県私学大会（団体）

硬式テニス部（女子）

県総体（団体）

県総体予選（ｼﾝｸﾞﾙｽ）

県総体予選（ﾀﾞﾌﾞﾙｽ）
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◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）

1回戦 横浜清風（川間･土田）0-4湘南学院

2回戦 横浜清風（大場･國仲）1-4相模女子

2回戦 横浜清風（山形･髙橋）2-4法政二

2回戦 横浜清風（池田･鎌田）1-4秦野総合

2回戦 横浜清風（楠橋･山本）3-4生田

3回戦 横浜清風（鈴木･中村）0-4小田原 県ベスト６４

3回戦 横浜清風（古畑･小駒）0-4鶴嶺 県ベスト６４

2回戦 横浜清風3-0元石川

3回戦 横浜清風1-2東海大相模 県ベスト３２！

1回戦 横浜清風（川間･土田）3-4横浜商大

2回戦 横浜清風（川島･東）0-4光陵

2回戦 横浜清風（友利･鳥澤）0-4光陵

2回戦 横浜清風（浦澤･林田）0-4光陵

2回戦 横浜清風（宮田･佐藤）0-4光陵

3回戦 横浜清風（大場･國仲）4-3横浜清風（二宮･井上） 県大会出場！

3回戦 横浜清風（佐藤･竹見）3-4光陵 県大会出場！

3回戦 横浜清風（馬渕･眞壁）4-3横浜清風（古畑･小駒） 県大会出場！

3回戦 横浜清風（鈴木･中村）3-4光陵 県大会出場！

4回戦 横浜清風（馬渕･眞壁）4-3横浜清風（大場･國仲） 県大会出場！

準決勝 横浜清風（楠橋･山本）4-1横浜清風（馬渕･眞壁） 県大会出場！

準決勝 横浜清風（池田･鎌田）4-3横浜清風（山形･髙橋） 県大会出場！

決勝 横浜清風（池田･鎌田）4-3横浜清風（楠橋･山本） 優勝、2組ともに県大会出場！

1回戦 横浜清風（佐藤･竹見）2-4相模女子

1回戦 横浜清風（鈴木･中村）2-4大和南

2回戦 横浜清風（二宮･井上）1-4川崎市立橘

2回戦 横浜清風（古畑･小駒）1-4横浜商

2回戦 横浜清風（馬渕･眞壁）2-4厚木西

2回戦 横浜清風（大場･國仲）3-4秦野総合

3回戦 横浜清風（山形･髙橋）3-4相洋

3回戦 横浜清風（楠橋･山本）3-4日大藤沢

4回戦 横浜清風（池田･鎌田）4-2相洋

5回戦 横浜清風（池田･鎌田）0-4川崎市立橘

横浜市記録会 女子走高跳 高橋彩　1ｍ54 3位、学校新記録！

男子800m 長谷川ｱｲﾊﾞﾝ　2'02"13 3位

男子400mH 齋藤　57"50 6位

男子走幅跳 北村　6m48 4位

男子走高跳 石原　1m80 5位

男子棒高跳 林　4m50 2位

男子棒高跳 岡部　4m20 4位

男子棒高跳 山舘  4m10 5位

男子三段跳 北村　13m15 7位

男子砲丸投 松野　13m16 2位

男子円盤投 松野　34m07 4位

男子やり投 野村　44m64 4位

女子走幅跳 佐々木　5m20 2位

女子走高跳 髙橋彩　1m50 7位

女子走高跳 小林　1m50 8位

女子棒高跳 三浦　3m00 2位

女子棒高跳 月足　2m00 7位

女子三段跳 佐々木　11m40 優勝！　大会新記録！

女子砲丸投 坂本　9m64 3位

女子円盤投 坂本　27m56 6位

4位

6位

県総体（個人）

横浜市民体育大会（入賞者のみ）

ソフトテニス部（女子）

陸上競技部

関東大会県予選（個人）

関東大会県予選（団体）

県総体横浜地区予選（個人）

男子総合　52.5点

女子総合　35.5点
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◎部活動の主な実績（平成29年3月～5月）
男子400m 堀口　50"19 11位、県大会進出！

男子800m アイバン　1'58"39 3位、県大会進出！

男子110mH 齋藤　15"73 10位、県大会進出！

男子400mH 齋藤　57"04 8位、県大会進出！

男子4×100mR 竹原－多田－北村－堀口　43"47 12位、県大会進出！

男子走幅跳 北村　6m65 3位、県大会進出！

男子走高跳 石原　1m80 7位、県大会進出！

男子走高跳 関谷　1m80 12位、県大会進出！

男子棒高跳 林　4m30 4位、県大会進出！

男子棒高跳 山舘　4m20 5位、県大会進出！

男子棒高跳 岡部　4m10 7位、県大会進出！

男子三段跳 北村　13m35 3位、県大会進出！

男子三段跳 高橋　12m94 10位、県大会進出！

男子円盤投 松野　31m81 3位、県大会進出！

男子やり投 野村　43m15 9位、県大会進出！

女子4×100mＲ 三浦－佐々木－高橋南－小林　51"46 10位、県大会進出！

女子4×400mＲ 三浦－佐々木－高橋南－小林　4'10"74 9位、県大会進出！

女子走高跳 高橋彩　1ｍ50 6位、県大会進出！

女子走高跳 小林　1ｍ50 8位、県大会進出！

女子棒高跳 三浦　3m20 1位、県大会進出！

女子棒高跳 月足　2m60 3位、県大会進出！

女子三段跳 佐々木　11ｍ45 1位、県大会進出！

女子砲丸投 坂本　9m50 6位、県大会進出！

女子砲丸投 月足　8m74 8位、県大会進出！

女子砲丸投 高橋彩　7m91 16位、県大会進出！

女子円盤投 坂本　28m06 6位、県大会進出！

男子400m予選 堀口　50"99 組4着

男子800m アイバン　1'56"07 7位入賞！、学校新記録！

男子110mH準決勝 齋藤　15”37（-2.0） 組4着

男子400mH予選 齋藤　57"53 組4着

男子4×100mR予選 竹原－多田－北村－堀口　43"55 組3着

男子走幅跳 北村　6m50 11位

男子走高跳 石原　1m94 7位入賞！

男子走高跳 関谷　1m85 17位

男子棒高跳 林　4m40 5位入賞！、関東大会出場！

男子棒高跳 岡部　4m30 8位入賞！

男子棒高跳 山舘　4m00 10位

男子三段跳 北村　13m74 11位

男子三段跳 高橋　13ｍ47 13位

男子砲丸投 松野　12m83 7位入賞！

男子円盤投 松野　31m69 19位

男子やり投 野村　45m48 26位

男子八種競技 野村　4607点 12位

男子八種競技 石原　4350点 20位

女子4×100mＲ予選 三浦－佐々木－高橋南－小林　51"06 組5着

女子4×400mＲ予選 月足－小林－高橋南－佐々木　4'09"93 組4着、学校新記録！

女子走幅跳 佐々木　5m58 3位入賞！、関東大会出場！

女子走高跳 小林　NM

女子走高跳 高橋彩　1m50 14位

女子棒高跳 三浦　3m10 3位入賞！、関東大会出場！

女子棒高跳 月足　2m80 6位入賞！

女子三段跳 佐々木　11m42 9位

女子砲丸投 坂本　8m83 21位

女子砲丸投 高橋彩　NM

女子砲丸投 月足　NM

女子円盤投 坂本　29ｍ71 10位

陸上競技部

県総体横浜地区予選（主な実績）

県総体
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