
部活名 大会名 日程 備考結果

男子２００ｍ 平野　２３”０９ ６位

男子４００ｍ 松浦　４９”８３ ５位

男子８００ｍ アイバン　２’０４”２０ ５位

男子４×４００ｍＲ 野村-アイバン-武田-松浦　３’２１”９１ ３位

男子走幅跳 野村　６ｍ４４ ６位

男子走高跳 石原　１ｍ９０ 優勝

男子走高跳 関谷　１ｍ８５ ５位

男子棒高跳 井上　４ｍ２０ ４位

男子棒高跳 山舘　４ｍ００ ５位

男子三段跳 高橋歩　１４ｍ０２ ３位

女子４００ｍ 小林　５８”２５ 優勝

女子４００ｍ 福田　６０”６１ ７位

女子４×１００ｍＲ 福田-小林-高橋南-中島　５０”５４ 優勝

女子４×４００ｍＲ 月足-福田-高橋南-小林　４’０２”９０ ３位

女子走高跳 高橋彩　１ｍ５０ ２位

女子棒高跳 月足　３ｍ１０ 優勝

女子三段跳 高橋彩　１０ｍ４４ ８位

女子砲丸投 坂本　９ｍ６０ ６位

女子円盤投 坂本　３０ｍ２２ ６位

男子総合 ４６．５点 ４位

女子総合 ５３点 ４位

男子２００ｍ 平野　２２”７９ ６位

男子２００ｍ 松浦　２２”７０ １３位

男子４００ｍ 松浦　４９”６２ ３位

男子８００ｍ アイバン　２’０１”８９ ５位

男子１１０ｍＨ 石原　１６”３２ ９位

男子４×１００ｍＲ 武田-平野-野村-松浦　４３”１８ ３位

男子４×４００ｍＲ 野村-アイバン-武田-松浦　３’２２”４９ １位

男子走高跳 石原　１ｍ８５ ４位

男子走高跳 関谷　１ｍ８０ ５位

男子棒高跳 井上　４ｍ５０ ２位

男子棒高跳 山舘　４ｍ２０ ６位

男子棒高跳 土生　３ｍ６０ ７位

男子三段跳 高橋歩　１３ｍ２０ ６位

男子やり投 野村　４６ｍ５８ ８位

女子１００ｍ 小林　１２”９１ ７位

女子２００ｍ 福田　２７”３３ １５位

女子４００ｎ 福田　６０”３７ ９位

女子１００ｍＨ 江間　１７”４９ １４位

女子４００ｍＨ 小林　６４”５２ １位

女子４００ｍＨ 中島　７０”５２ １１位

女子４００ｍＨ 江間　７２”４２ １４位

女子４×１００ｍＲ 福田-小林-高橋南-中島　５１”０６ ６位

女子４×４００ｍＲ 福田-小林-月足-高橋南　４’０３”３４ ４位

女子走高跳 高橋彩　１ｍ５４ ４位

女子棒高跳 月足　２ｍ８０ ２位

女子三段跳 高橋彩　１０ｍ４１ ８位

女子砲丸投 坂本　９ｍ５９ ７位

女子円盤投 坂本　２８ｍ７５ １０位

陸上競技

横浜市民体育大会
＊入賞者のみ

県高校総体横浜地区予選
＊県大会出場者のみ

４月１４日・２１
日・２２日

５月３日・４日



部活名 大会名 日程 備考結果

男子２００ｍ準決勝 松浦　２２”３３ 組７着

男子２００ｍ予選 平野　２２”５２ 組５着

男子４００ｍ準決勝 松浦　４９”３９ 組３着、全国選抜大会標準記録突破！

男子８００ｍ決勝 アイバン　２’０１”１９ ８位入賞

男子１１０ｍＨ予選 石原　１５”７５ 組５着

男子４×１００ｍＲ予選 武田-平野-野村-松浦　４２”４７ 組２着

男子４×４００ｍＲ予選 野村-武田-アイバン-松浦　３’２２”９３ 組４着

男子棒高跳 井上　４ｍ６０ ２位入賞、関東大会出場！

男子棒高跳 山舘　４ｍ３０ ８位入賞

男子棒高跳 土生　出場

男子走高跳 関谷　１ｍ９４ ５位入賞、関東大会出場

男子走高跳 石原　１ｍ８５ １６位

男子三段跳 高橋歩　１３ｍ２４ ２２位

男子八種競技 野村　５１５６点 ３位入賞、関東大会出場！

男子八種競技 石原　４５４０点 １２位

女子２００ｍ予選 福田　２７”０５ 組６着

女子４００ｍ決勝 小林　５７”３８ ６位入賞、関東大会出場！

女子４００ｍ準決勝 福田　５９”５４ 組６着

女子１００ｍＨ予選 江間　１７”０９ 組６着

女子４００ｍＨ決勝 小林　６４”９２ ８位入賞

女子４００ｍＨ予選 中島　６９”８１ 組４着

女子４００ｍＨ予選 江間　７２”７１ 組７着

女子４×１００ｍＲ予選 福田-小林-高橋南-中島　５０”１３ 組３着

女子４×４００ｍＲ決勝 福田-小林-月足-河原　３’５７”６９ ８位入賞

女子棒高跳 月足　３ｍ００ ６位入賞

女子走高跳 高橋彩　１ｍ５４ １１位

女子三段跳 高橋彩　１０ｍ４０ ２６位

女子砲丸投 坂本　９ｍ１６ ２４位

女子円盤投 坂本　２７ｍ７７ ２５位

男子八種競技 野村　５００７点 ６位入賞

男子棒高跳 井上　４ｍ５０ ８位入賞

男子走高跳 関谷　１ｍ９０ １５位

女子４００ｍ予選 小林　５８”３５ 組６着

男子２００ｍ予選 松浦　２２”２２ 組４着

男子４００ｍ準決勝 松浦　４９”６７ 組３着

男子８００ｍ予選 アイバン　１’５９”５６ 組５着

男子１１０ｍＨ予選 石原　１６”０７ 組７着

男子４×１００ｍＲ準決勝 武田-野村-木村-松浦　４３”８２ 組７着

男子４×４００ｍR予選 木村-武田-竹井-松浦　３’３０”２４ 組４着

男子走幅跳 関谷　１ｍ８５ １９位

男子棒高跳 土生　４ｍ６０ １１位

女子１００ｍ予選 河原　１３”３８ 組７着

女子２００ｍ予選 河原　２７”１８ 組４着

女子４００ｍ決勝 小林　５８”９２ ４位入賞、関東選手権出場！

女子４００ｍ予選 福田　６１”６４ 組４着

女子４００ｍＨ準決勝 小林　６７”３２ 組７着

女子４×１００ｍＲ準決勝 福田-小林-高橋南-中島　５１”０７ 組５着

女子４×４００ｍＲ決勝 月足-小林-中島-福田　４’０１”４２ ４位入賞、関東選手権出場！

女子棒高跳 月足　３ｍ２０ ６位入賞、関東選手権出場！

男子２００ｍＢ決勝 松浦　２３”２０ １位

男子２００ｍＢ決勝 平野　２３”６６ ６位

男子４００ｍ決勝 松浦　４９”４１ ２位入賞

男子４×１００ｍＲ決勝 武田-平野-根本-松浦　４２”９９ ５位入賞

男子４×４００ｍＲ決勝 平野-武田-佐々木-松浦　３’２９”５９ ７位入賞

男子棒高跳 井上　４ｍ６０ 優勝

男子棒高跳 土生　４ｍ５０ ２位入賞

男子棒高跳 猪原　４ｍ２０ ６位入賞

男子やり投 野村　４９ｍ００ ５位入賞

女子２００ｍＢ決勝 福田　２７”６７ ３位

女子４００ｍ決勝 小林　５８”３３ 優勝

女子４００ｍ決勝 福田　６１”２５ ６位入賞

女子４００ｍＢ決勝 中島　６３”０１ ２位入賞

女子４００ｍＨ決勝 中島　７０”８１ ８位入賞

女子４×１００ｍＢ決勝 田中-福田-月足-中島　５２”１５ ２位入賞

女子棒高跳 月足　３ｍ１０ 優勝

女子４×４００ｍＲ決勝 月足-中島-田中-福田　４’１４”８９ ５位入賞

陸上競技

県高校総体

関東大会

神奈川県選手権

横浜地区高体連大会
＊入賞者のみ

５月１２日・１３
日・１９日・２０

日

６月１５日・１６
日・１７日

６月２３日・２４
日・３０日

７月１４日・１５日



部活名 大会名 日程 備考結果

女子４×４００ｍＲ決勝 月足-小林-中島-福田　３’５９”６５ ６位入賞

女子４００ｍ予選 小林　５８”９１ 組３着

女子棒高跳 月足　出場

男子３００ｍＨ予選 松浦　３９”８８ 組６着

男子６００ｍ予選 松浦　８２”６９ 組４着

男子１００ｍ 平野　１１”３０ ６位

男子２００ｍ 松浦　２２”５４ ５位

男子２００ｍ 平野　２２”８１ １２位

男子４００ｍ 松浦　４９”１２ １位

男子４００ｍ 武田　５１”５４ １５位

男子棒高跳 土生　４ｍ６０ ２位

男子棒高跳 井上　４ｍ５０ ３位

男子棒高跳 猪原　３ｍ８０ ６位

男子三段跳 山下　１２ｍ１４ １４位

女子２００ｍ 福田　２７”１０ ７位

女子４００ｍ 中島　６２”０７ ８位

女子４００ｍ 福田　５９”７７ ２位

女子４００ｍＨ 中島　６８”４２ ６位

女子４×１００ｍＲ 月足-福田-田中-中島　５１”５４ ６位

女子４×４００ｍＲ 月足-中島-河原-福田　４’０４”３９ １位

男子４×４００ｍＲ 平野-武田-木村-松浦　３’２３”１９ ３位

女子走幅跳 田中　４ｍ６５ １２位

女子棒高跳 月足　３ｍ２０ １位

女子三段跳 月足　１０ｍ１８ ３位

女子三段跳 谷藤　９ｍ１６ １６位

女子砲丸投 荒川　７ｍ５９ １０位

女子円盤投 荒川　２２ｍ２１ １４位

男子１００ｍ準決勝 平野　１１”０５ 組５着

男子２００ｍ決勝 松浦　２２”０５ ６位入賞

男子２００ｍ予選 平野　２３”１３ 組６着

男子４００ｍ決勝 松浦　４８”８８ ２位入賞、関東選抜新人大会出場！

男子４×４００ｍＲ決勝 平野-武田-木村-松浦　３’１９”６９ ６位入賞

男子棒高跳 土生　４ｍ５０ 優勝、関東選抜新人大会出場！

男子棒高跳 井上　４ｍ４０ ２位入賞、関東選抜新人大会出場！

男子棒高跳 猪原　４ｍ２０ ４位入賞

男子三段跳 山下　１２ｍ６４ １９位

女子４００ｍ予選 中島　６３”６３ 組５着

女子４×１００ｍＲ予選 月足-中島-田中-谷藤　５３”６７ 組６着

女子４×４００ｍＲ予選 月足-中島-河原-福田　４’０１”７４ 組1着

女子走幅跳 田中　４ｍ５１ ４１位

女子棒高跳 月足　２ｍ９０ ３位入賞、関東選抜新人大会出場！

女子三段跳 月足　１０ｍ１７ １５位

女子三段跳 谷藤　９ｍ１９ ３４位

女子砲丸投 荒川　８ｍ０３ ２１位

女子円盤投 荒川　２１ｍ１８ ３２位

男子総合 ３３点 ６位

男子３０００ｍSC 石井　１０’２５”２０ ７位入賞

男子４×１００ｍＲ 武田－平野-木村-松浦　４２”９８ ４位入賞

男子４×４００ｍＲ 平野-武田-木村-松浦　３’２４”５０ ４位入賞

男子棒高跳 土生　４ｍ６０ ６位入賞

女子棒高跳 月足　３ｍ００ ３位入賞

女子４×４００ｍＲ 月足-河原-中島-福田　４’０２”７３ ２位入賞

陸上競技

関東選手権

全国高校選抜大会

県新人大会横浜地区予選
＊県大会出場者のみ

県新人大会

横浜市選手権大会
＊入賞者のみ

８月２５日

９月１日・２日

９月１５日・１６
日・２２日・２３

日

１０月７日・１３
日・１４日

８月２４日・２５
日・２６日


