
部活名 大会名 日程

準々決勝 横浜清風１０－１高津

準決勝 横浜清風１－８厚木商業

順位決定戦 横浜清風２－３向上 県３位、東日本大会出場！

新人戦予選ダブルス 11月3日 １回戦 横浜清風（千葉・定別當）０－２緑ヶ丘

新人戦県予選学校対抗 11月19日 横浜清風２－３有馬高校

１回戦 横浜清風（山本藍）－西湘 １回戦敗退

横浜清風（茂木）－桐光学園 １回戦敗退

横浜清風（山本涼）－桐光学園 １回戦敗退

横浜清風（中原）－相模原総合 １回戦敗退

２回戦 横浜清風（工藤）－厚木

横浜清風（石井）－川和

３回戦 横浜清風（工藤）－横須賀学院 2回戦敗退

横浜清風（石井）－横浜隼人 2回戦敗退

11月19日 横浜清風０－６サレジオ学院

12月2日 横浜清風２－２緑ヶ丘

２回戦 横浜清風（久保）６－２川崎北

横浜清風（堀江・小菅）３－６城郷

横浜清風（塩崎）６－４城郷

横浜清風（久保）７－５城郷

横浜清風（堀江・小菅）２－６関東学院六浦

横浜清風（塩崎）２－６関東学院六浦 県ベスト１６

２回戦 横浜清風（高木）６－２平塚学園

横浜清風（加藤・吉田）５－７鎌倉女学院

横浜清風（森笠）６－０鎌倉女学院

横浜清風（高木）６－２鎌倉女学院

横浜清風（加藤・吉田）３－６横浜商大付属

横浜清風（森笠）３－６横浜商大付属 県ベスト３２

卓球部 県新人大会予選会 11月11日 １回戦 横浜清風０－３追浜

県新人大会（団体） 11月18日 １回戦 横浜清風２－３湘南白百合

１回戦 横浜清風３－０綾瀬

２回戦 横浜清風１－３逗子

横浜清風（吉田）０－２武蔵野女子

横浜清風（仁平）２－０駒込

横浜清風（川崎）２－０武蔵野女子

横浜清風（種村）０－２駒澤

横浜清風（仁平）０－２宝仙

横浜清風（椎木）０－２駒沢

横浜清風（川崎）０－２宝仙

準々決勝 横浜清風（松岡）３－０駒込

準決勝 横浜清風（松岡）０－３駒澤 松岡（ベスト４）

１回戦 横浜清風３－０駒込Ａ

２回戦 横浜清風０－３駒澤

横浜清風Ａ４－１芝Ｈ

横浜清風Ｂ２－３芝Ｄ

横浜清風Ｃ０－５淑徳Ａ

横浜清風Ｄ１－４芝G

２回戦 横浜清風Ａ１－３淑徳巣鴨Ｂ

横浜清風１４６－５１修悠館

横浜清風１３４－２８横須賀大津

横浜清風９１－７２市立桜丘

横浜清風８１－６２横浜高校

11月23日 ４回戦 横浜清風８１－７０市立桜丘

11月25日 準決勝 横浜清風６３－６８県立横須賀大津 南支部ベスト４県大会

サッカー部 新人戦大会 11月26日 横浜清風０－２中央大学附属横浜

◎部活動の主な実績（平成２９年１０月～１２月）

２回戦

３回戦

１回戦

４回戦

５回戦

３回戦

４回戦

１回戦

卓球部（女子）

結果

ソフトボール部

バドミントン部（女子）

剣道部（女子）

剣道部（男子）

１１月４、５、１１日

11月11日

11月23日

サッカー部

硬式テニス部（男子）

硬式テニス部（女子）

仏教主義親善大会
（シングルス）

県新人大会

県新人大会（個人）

県新人大会（個人）

新人大会

卓球部（男子）

バスケットボール部（男子）

バスケットボール部（女子）

県新人大会予選（個人）

選手権大会団体

選手権大会団体

仏教主義親善大会
（団体）

仏教主義親善大会
（団体）

新人大会南支部予選

新人大会南支部予選

11月２５日、２６日

10月８、９、２２、２８日

10月８、９、２２、２８日

11月4日

11月19日

１１月１２日、１９日
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３回戦 横浜清風２－１高浜

４回戦 横浜清風２－１相原

11月5日 ５回戦 横浜清風０－２伊勢原 県ベスト１６

準決勝 横浜清風２－０金沢

決勝 横浜清風２－０松陽

準決勝 横浜清風２－１淑徳

決勝 横浜清風０－２東京立正 準優勝

１回戦 横浜清風３３－２５修悠館

２回戦 横浜清風２４－３０秦野

１回戦 横浜清風２０－１３新栄

２回戦 横浜清風１１－３１横浜創英

１回戦 横浜清風（二宮・井上）４－０桐蔭学園

横浜清風（佐藤綾）・女井（松陽）４－１元石川

２回戦 横浜清風（古畑・小駒）４－０鶴見

横浜清風（川間・土田）４－０横浜女学院

横浜清風（鈴木・中村）４－１横浜商大

横浜清風（宮田・國仲）４－２戸塚

横浜清風（川島・東）４－２金井

横浜清風（友利・鳥澤）４－１髙木学園

横浜清風（二宮・井上）１－４横浜商業

横浜清風（佐藤綾）・女井（松陽）０－４横浜創英

３回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）４－０金井

横浜清風（髙橋・竹見）４－３横浜商業

横浜清風（古畑・小駒）３－４柏陽

横浜清風（川間・土田）１－４横浜商業

横浜清風（鈴木・中村）２－４氷取沢

横浜清風（宮田・國仲）１－４横浜商業

横浜清風（川島・東）０－４光陵

横浜清風（友利・鳥澤）３－４金井

４回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）２－４横浜商業

横浜清風（髙橋・竹見）２－４光陵

５回戦 横浜清風（山形・佐藤）４－０光陵

横浜清風（池田・鎌田）４－０氷取沢

準決勝 横浜清風（浦澤・林田）４－１横浜清風（池田・鎌田） 池田・鎌田組　３位

決勝 横浜清風（浦澤・林田）４－１横浜清風（山形・佐藤）
浦澤・林田組　優勝　山形・
佐藤組準優勝

横浜清風（友利・鳥澤）４－２髙木学園

横浜清風（川間・土田）４－０生田東

横浜清風（古畑・小駒）４－１横浜商業

横浜清風（宮田・國仲）３－４氷取沢

横浜清風（川間・土田）０－４相洋

横浜清風（鈴木・中村）３－４川崎橘

横浜清風（髙橋・竹見）０－４横浜創英

横浜清風（友利・鳥澤）０－４日大藤沢

横浜清風（池田・鎌田）４－０川崎橘

横浜清風（浦澤・林田）４－１相洋

横浜清風（山形・佐藤）４－０髙木学園

横浜清風（古畑・小駒）１－４日大藤沢

横浜清風（山形・佐藤）０－４川崎橘

横浜清風（浦澤・林田）０－４川崎橘

横浜清風（池田・鎌田）３－４秦野

２回戦 横浜清風（山形・佐藤）４－０大和

横浜清風（池田・鎌田）４－３茅ヶ崎

横浜清風（浦澤・林田）４－３茅ヶ崎

横浜清風（池田・鎌田）２－４日大藤沢

横浜清風（鈴木・浦澤）０－４日大藤沢 県第５位

４回戦

５回戦

１回戦

２回戦

３回戦

４回戦

ソフトテニス部（女子）

市民大会（個人）

バレーボール部

ハンドボール部（男子）

ハンドボール部（女子）

県新人大会（個人）

県新人大会（団体）

選手権大会

横浜地区秋希大会

仏教主義親善大会

新人大会

新人大会

11月18日

１１月３日～４日

１１月１１日～１２日

11月3日

11月23日

11月26日

１１月３日～５日

１１月３日～５日
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２回戦 横浜清風（尾﨑・金子）４－１橋本高校

３回戦 横浜清風（尾﨑・金子）３－４法政二高

県新人大会（団体） 11月11日 １回戦 横浜清風０－３秦野

２回戦 横浜清風（佐藤・飯田）０－４慶應義塾

３回戦 横浜清風（金子・尾﨑）０－４桐蔭中等

２回戦 横浜清風（加納・鈴木）３－４桐蔭学園

３回戦 横浜清風（勝俣・古谷）０－４横浜創英

市民大会（ペア） 11月18日 １回戦 横浜清風（佐々木・渡部）０－４横浜南陵

ショートプログラム４位

フリープログラム３位

総合４位 全日本ジュニア選手権大会出場

ショートプログラム１７位

フリープログラム１６位

総合１７位

バトン部 関東大会 10月１３、１４日 ３２位

吹奏楽部
全国ポピュラース
テージ吹奏楽コン

クール
11月25日 演奏曲「パイレーツオブカリビアン」「コーヒールンバ」 優秀賞・審査員特別賞

男子棒高跳び 土生　４ｍ５０ ８位入賞

小林　６４"８４　 優勝

中島　６９"５０ ５位入賞

女子４×１００Ｒ　決勝 福田、中島、高橋南、河原　５１"３２ ７位入賞

女子走高跳 高橋彩　１ｍ５５　 ２位入賞

女子棒高跳 月足　２ｍ７０ ５位入賞

男子８００ｍ　決勝 アイバン　２'０４"２２ ７位入賞

男子走高跳 石原　１ｍ９０ ５位入賞

女子円盤投 坂本　３０ｍ０１ ４位入賞　自己ベスト

男子１００００ｍ　決勝 深野　３５'２１"４５ ５位入賞

女子４×４００Ｒ　決勝 月足、河原、福田、小林　３'５９"１１　 優勝

女子砲丸投 坂本　９ｍ２５ ５位入賞

男子１１０ｍＨ　決勝 石原　１６"４９ ５位入賞

男子４×１００Ｒ　決勝 荒川、平野、野村、芳賀　４４"０４ ２位入賞

男子やり投 野村　３９ｍ７３ ８位入賞

女子１００ｍ　決勝 河原　１３"２３ ４位入賞　

女子４００ｍ　決勝 福田　６２"５５ ６位入賞

女子１００ｍＨ　　 中島　１７"６１ ５位入賞

女子４×１００Ｒ　決勝 福田、中島、高橋南、河原　５１"９５ ６位入賞

高橋　８ｍ６１ ７位入賞

坂本　９ｍ３０ ４位入賞

アイバン　２’０６”６８　１着 ５位入賞

佐々木　２’０７”１４　１着 ７位入賞

男子４×４００ｍＲ　ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 野村、アイバン、芳賀、松浦　３’３１”２１　１着 ２位入賞

女子４×４００Ｒ　ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝 月足、河原、福田、小林　４’０３”４０　１着 ３位入賞

女子走高跳 高橋彩　１ｍ４５　 優勝

女子円盤投 坂本　２１ｍ６１ ５位入賞

男子棒高跳 土生　４ｍ３０ ７位入賞

女子４００ｍ 小林　５８"９９ ８位入賞

女子棒高跳 月足　ＮＭ

男子学校対抗八種 総合得点　４６３９点 ６位

女子学校対抗七種 総合得点　４１１７点 １位

関東選抜新人大会 １０月２１日、２２日

陸上競技部

ソフトテニス部（男子）

アイススケート部

県新人大会（ペア）

市民大会（個人）

全日本ジュニア選手権

市選手権大会

県混成競技会

東日本ジュニア選手権

11月3日

11月19日

１１月２４～２６日

10月8日

10月14日

10月15日

10月22日

11月12日

10月２６～２９日 青木祐奈

青木祐奈

男子８００ｍ　ﾀｲﾑﾚｰｽ決勝

女子砲丸投　

女子４００ｍＨ　決勝
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