部活名
ソフトテニス・男子

大会名

日程

県私学大会・男子個人

8月21日

県新人大会横浜地区予選

9月23日

横浜地区学年別大会・男子個人

9月30日

結果
１回戦
２回戦
２回戦
３回戦
準々決勝
２回戦
３回戦
１回戦
２回戦
２回戦
３回戦

備考

横浜清風（牧野・佐藤）４－２ 鵠沼
横浜清風（牧野・佐藤）３－４ 麻布大附属

横浜清風（勝俣・臼田）４－０ 桜丘
横浜清風（勝俣・臼田）４－３ 県商工
横浜清風（勝俣・臼田）２－４ 戸塚
ベスト８、県大会出場
横浜清風（金子・古谷）４－１ 戸塚
横浜清風（金子・古谷）０－４ 県商工
横浜清風（佐藤・牧野）４－１ 戸塚
横浜清風（佐藤・牧野）０－４ 桜丘
横浜清風（古知屋・加納）１－４ 松陽
横浜清風（金子・古谷）２－４ 横浜清陵 ＊３回戦進出者
横浜清風（佐藤・牧野） 不戦勝／４回戦降雨中止

横浜清風（古知屋・加納）０－４ 慶應義塾

ソフトテニス・女子

横浜清風（鈴木・中村）４－０ 金井
横浜清風（川島・東）２－４ 金井
３回戦

横浜清風（川間・土田）３－４ 横浜清風（古畑・小駒）

＊３回戦以上
ベスト１６、県大会出場
ベスト１６、県大会出場

横浜清風（友利・鳥澤）４－３ 金井
横浜清風（髙橋・竹見）４－３ 横浜清風（馬渕・眞壁）

関東大会県予選横浜地区予選・女子個人

横浜清風（池田・鎌田）４－３ 横浜清風（鈴木・中村）

4月14日
４回戦

横浜清風（古畑・小駒）４－０ 金井
横浜清風（浦澤・林田）２－４ 横浜清風（友利・鳥澤）
横浜清風（髙橋・竹見）１－４ 横浜清風（山形・佐藤）

準決勝
決勝

２回戦

ベスト１６、県大会出場
ベスト８、県大会出場

横浜清風（池田・鎌田）４－２ 横浜清風（古畑・小駒）
横浜清風（友利・鳥澤）４－１ 横浜清風（山形・佐藤）
横浜清風（池田・鎌田）４－１ 横浜清風（友利・鳥澤）

横浜清風（池田・鎌田）４－２ 高津
横浜清風（川島・東）１－４ 東海大相模
横浜清風（浦澤・林田）１－４ 西湘
横浜清風（馬渕・眞壁）１－４ 日大藤沢
横浜清風（古畑・小駒）４－２ 湘南学院

ベスト８、県大会出場
ベスト８、県大会出場
３位、県大会出場
３位、県大会出場
優勝・準優勝、県大会出場
＊２回戦以上

横浜清風（山形・佐藤）４－２ 茅ヶ崎北陵

横浜清風（川間・土田）２－４ 横浜創英

関東大会県予選・女子個人

４月２１日～２２日

３回戦

横浜清風（髙橋・竹見）４－３
横浜清風（鈴木・中村）１－４
横浜清風（友利・鳥澤）４－２
横浜清風（池田・鎌田）１－４
横浜清風（古畑・小駒）１－４
横浜清風（山形・佐藤）１－４
横浜清風（髙橋・竹見）１－４

法政二
横浜商
厚木
相洋
高津
相洋
二宮

横浜清風（友利・鳥澤）４－２ 横須賀大津

関東大会県予選・女子団体

４月２８日～２９日

４回戦
２回戦
３回戦
４回戦
決勝リーグ

２回戦

県高校総体横浜地区予選

5月4日

３回戦

横浜清風（友利・鳥澤）０－４ 日大藤沢 県ベスト３２

横浜清風３－０ 藤沢西
横浜清風２－１ 鶴嶺
横浜清風２－０ 光陵
横浜清風１－２ 川崎橘
横浜清風０－３ 相洋
横浜清風３－０ 横浜商
県５位！（１勝２敗）
横浜清風（川島・東）４－１ 金井
横浜清風（宮田・國仲）４－０ 金井
横浜清風（髙橋・竹見）４－０ 松陽
横浜清風（馬渕・眞壁）４－１ 金井
横浜清風（川間・土田）４－３ 金井
横浜清風（古畑・小駒）４－１ 富士見丘
横浜清風（山形・佐藤）４－０ 松陽
横浜清風（二宮・宮腰）３－４ 金井
横浜清風（浦澤・林田）４－２ 松陽
横浜清風（鈴木・中村）４－２ 戸塚
横浜清風（近藤・志藤）３－４ 金井
横浜清風（友利・鳥澤）４－０ 松陽
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 戸塚
横浜清風（川島・東）１－４ 横浜清風（宮田・國仲） ベスト１６、県大会出場
横浜清風（髙橋・竹見）２－４ 横浜清風（馬渕・眞壁） ベスト１６、県大会出場
横浜清風（川間・土田）３－４ 横浜清風（古畑・小駒） ベスト１６、県大会出場
横浜清風（山形・佐藤）１－４ 光陵
ベスト１６、県大会出場
横浜清風（浦澤・林田）２－４ 金井
ベスト１６、県大会出場
横浜清風（鈴木・中村）２－４ 金井
ベスト１６、県大会出場
横浜清風（友利・鳥澤）４－０ 二俣川

部活名
ソフトテニス・女子

大会名

結果

日程

横浜清風（池田・鎌田）４－２ 横浜清風（宮田・國仲）

４回戦
県高校総体横浜地区予選

横浜清風（馬渕・眞壁）４－３ 横浜清風（古畑・小駒）

備考
ベスト８、県大会出場
ベスト８、県大会出場

横浜清風（友利・鳥澤）４－２ 金井

5月4日
準決勝
決勝

横浜清風（池田・鎌田）４－０ 横浜清風（馬渕・眞壁）

３位、県大会出場

横浜清風（友利・鳥澤）４－０ 光陵
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 横浜清風（友利・鳥澤）

優勝・準優勝、県大会出場

横浜清風（鈴木・中村）０－４ 日大藤沢 ＊２回戦以上

２回戦

県高校総体・女子個人

５月１２日～１３日

３回戦

４回戦

県高校総体・女子団体

６月９日～１０日

準々決勝
２回戦
３回戦
４回戦
５回戦
決勝リーグ

２回戦

国体県予選・女子個人

６月１６日～１７日

３回戦

４回戦

４回戦
県高校選手権・女子個人

７月１４日～１５日

横浜清風（友利・鳥澤）４－１ 東海大相模

横浜清風（山形・佐藤）４－３ 川崎橘
横浜清風（浦野・林田）４－１ 秦野
横浜清風（池田・鎌田）４－２ 相洋
横浜清風（友利・鳥澤）２－４ 相洋
横浜清風（山形・佐藤）３－４ 日大藤沢
横浜清風（浦野・林田）０－４ 川崎橘
横浜清風（池田・鎌田）２－４ 日大藤沢 県ベスト１６
横浜清風（浦澤・林田）０－４ 日大藤沢
横浜清風（友利・鳥澤）３－４ 日大藤沢
横浜清風（山形・佐藤）４－２ 川崎橘
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 東海大相模

５回戦
６回戦

４回戦
横浜市民大会・女子団体

横浜清風（馬渕・眞壁）３－４ 川崎橘
横浜清風（宮田・國仲）１－４ 秦野総合
横浜清風（友利・鳥澤）３－４ 大和南
横浜清風（川島・東）２－４ 川崎幸
横浜清風（髙橋・竹見）４－０ 横浜創英
横浜清風（川間・土田）０－４ 日大藤沢
横浜清風（池田・鎌田）４－２ 厚木西
横浜清風（山形・佐藤）４－０ 川和
横浜清風（浦澤・林田）４－２ 秦野総合
横浜清風（古畑・小駒）１－４ 日大藤沢
横浜清風（髙橋・竹見）１－４ 川崎橘
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 鶴嶺
横浜清風（山形・佐藤）４－１ 川崎橘
横浜清風（浦澤・林田）４－３ 相模女子
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 川崎橘
横浜清風（山形・佐藤）０－４ 相洋
横浜清風（浦澤・林田）１－４ 相模女子
横浜清風（池田・鎌田）０－４ 日大藤沢 県ベスト１６
横浜清風３－０ 瀬谷
横浜清風２－０ 鶴嶺
横浜清風２－１ 秦野総合
横浜清風２－１ 秦野
横浜清風２－１ 横浜創英
横浜清風１－２ 川崎橘
横浜清風０－３ 相洋
県３位！（１勝２敗）
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 秦野
＊２回戦以上

8月13日
準決勝
決勝

横浜清風（山形・佐藤）４－２ 日大藤沢
横浜清風（池田・鎌田）１－４ 日大藤沢

横浜清風（山形・佐藤）１－４ 相洋
横浜清風A ２－０ 柏陽
横浜清風D ２－０ 横浜創英
横浜清風C ２－０ 高木学園A
横浜清風B ２－０ 金井
横浜清風A ２－０ 横浜清風D
横浜清風C ２－０ 横浜清風B
横浜清風A ２－１ 横浜清風B

県ベスト１６
＊４回戦以上

ベスト４
ベスト４
優勝・準優勝

部活名
ソフトテニス・女子

大会名

結果

日程

備考

ベスト１６
横浜清風（髙橋・竹見）４－２ 横浜清風（鈴木・中村） ベスト１６
横浜清風（古畑・小駒）４－０ 横浜清風（志藤・西元） ベスト１６
横浜清風（宮田・國仲）０－４ 横浜商 ベスト１６
横浜清風（浦澤・林田）４－２ 霧が丘
横浜清風（二宮・宮腰）３－４ 市ヶ尾 ベスト１６
横浜清風（木村・鳥澤）３－４ 柏陽
ベスト１６
横浜清風（池田・鎌田）４－２ 横浜商
横浜清風（山形・佐藤）４－０ 横浜清風（髙橋・竹見） ５位
横浜清風（古畑・小駒）４－０ 横浜商
横浜清風（浦澤・林田）４－１ 市ヶ尾
横浜清風（池田・鎌田）４－０ 柏陽
横浜清風（山形・佐藤）４－０ 横浜清風（古畑・小駒） ３位
横浜清風（池田・鎌田）４－１ 横浜清風（浦澤・林田） ３位
横浜清風（池田・鎌田）４－３ 横浜清風（山形・佐藤） 優勝・準優勝
横浜清風（山形・佐藤）４－１ 日大藤沢 ＊４回戦以上
横浜清風（川間・土田）４－１ 日大藤沢
横浜清風（浦澤・林田）３－４ 相洋
横浜清風（宮田・國仲）２－４ 日大藤沢
横浜清風（鈴木・中村）４－３ 法政二
横浜清風（木村・西元）０－４ 日大藤沢
横浜清風（池田・鎌田）４－２ 相洋
横浜清風（髙橋・竹見）２－４ 相洋
横浜清風（山形・佐藤）４－２ 横浜清風（川間・佐藤）

４回戦

横浜市民大会・女子個人

8月16日

５回戦

準決勝
決勝

４回戦

県私学大会・女子個人

８月２１日～２２日

横浜清風（友利・鳥澤）４－１ 麻布大附属

横浜清風（山形・佐藤）４－１ 立花学園

５回戦

６回戦
準決勝
決勝
３回戦

横浜清風（川間・土田）０－４ 法政二
横浜清風（鈴木・中村）０－４ 日大藤沢
横浜清風（池田・鎌田）２－４ 日大藤沢
横浜清風（友利・鳥澤）１－４ 日大藤沢
横浜清風（山形・佐藤）４－０ 日大藤沢
横浜清風（山形・佐藤）４－３ 日大藤沢
横浜清風（山形・佐藤）０－４ 日大藤沢
横浜清風（鈴木・中村）４－２ 金井
横浜清風（二宮・宮腰）３－４ 金井
横浜清風（川間・土田）４－２ 横浜清風（近藤・志藤）

横浜清風（浦澤・林田）２－４ 金井
県新人大会横浜地区予選

9月23日

４回戦

横浜清風（鈴木・中村）３－４ 横浜清風（馬渕・眞壁）

ベスト１６
ベスト１６
ベスト１６
ベスト１６

準優勝！
県大会出場
県大会出場
県大会出場
ベスト８、県大会出場
ベスト８、県大会出場

横浜清風（宮田・竹見）４－１ 金井
横浜清風（川間・土田）３－４ 横浜清風（古畑・小駒）

準決勝

軟式野球

写真

横浜地区学年別大会（２学年）

９月３０日、１０月６日

横浜地区学年別大会（１学年）

10月7日

春季大会
県選手権大会
秋季大会
鎌倉江ノ島コンテスト

4月14日
7月16日
9月9日
7月6日

決勝
準決勝
準決勝
決勝
４回戦
４回戦
準決勝
決勝
１回戦
１回戦
１回戦
表彰式

横浜清風（馬渕・眞壁）３－４ 金井

３位、県大会出場
横浜清風（宮田・竹見）４－３ 横浜清風（古畑・小駒） 準優勝・３位、県大会出場
横浜清風（宮田・竹見）４－２ 金井
優勝、県大会出場
横浜清風（馬渕・眞壁）３－４ 横浜清風（浦澤・林田） ３位
横浜清風（古畑・小駒）１－４ 横浜清風（鈴木・中村） ３位
横浜清風（浦澤・林田）４－０ 横浜清風（鈴木・中村） 優勝、準優勝
横浜清風（近藤・志藤）３－４ 市ヶ尾 ベスト８
横浜清風（木村・西元）４－１ 瀬谷
横浜清風（木村・西元）４－１ 金井
横浜清風（木村・西元）３－４ 市ヶ尾 準優勝
横浜清風１－２ 慶應義塾
横浜清風２－３ 横浜商
横浜清風５－８ 日大藤沢
佳作４名

