
部活名 大会名 日程 備考

１回戦 横浜清風100-53平塚湘風
2回戦 横浜清風99-76元石川

準々決勝 横浜清風99-52霧が丘
準決勝 横浜清風86-63立花学園
決勝 横浜清風61-71法政二 準優勝　関東大会出場決定

１回戦 横浜清風68-56瀬谷西
２回戦 横浜清風77-74荏田
３回戦 横浜清風67-56逗葉
準決勝 横浜清風50-74鵠沼

３位決定戦 横浜清風68-69旭 ４位　関東大会出場決定
２回戦 横浜清風Ａ2-0川越南Ａ
３回戦 横浜清風Ａ1-2秋田西Ａ
３回戦 横浜清風Ｂ2-0春日部女子Ｂ
４回戦 横浜清風Ｂ2-1武蔵野大付属千代田Ｄ
５回戦 横浜清風Ｂ1-2秋田西 ベスト８
２回戦 横浜清風Ｃ3-0早稲田大学本庄Ｂ
３回戦 横浜清風Ｃ1-2武蔵越生Ｃ
２回戦 横浜清風Ａ3-0関東学院 *雨天のため３回戦にて中止
３回戦 横浜清風Ａ2-0法政大二Ｂ ベスト８
２回戦 横浜清風Ｂ3-0湘南学院・相模女子
３回戦 横浜清風Ｂ2-0富士見丘Ａ ベスト８
２回戦 横浜清風Ｃ3-0洗足学園Ａ
３回戦 横浜清風Ｃ2-1東海大相模ＡＡ ベスト８

*３回戦以上進出者
３回戦 横浜清風（五十嵐・井富）2-4戸塚 ベスト１６　県大会出場決定
３回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-0金井
４回戦 横浜清風（古畑・小駒）0-4横浜清風（浦澤・林田） ベスト８　県大会出場決定
３回戦 横浜清風（川間・土田）4-1松陽
４回戦 横浜清風（川間・土田）2-4戸塚 ベスト８　県大会出場決定
４回戦 横浜清風（鈴木・中村）3-4金井 ベスト８　県大会出場決定
準決勝 横浜清風（馬渕・眞壁）4-0戸塚
準決勝 横浜清風（浦澤・林田）4-2金井
決勝 横浜清風（浦澤・林田）4-3横浜清風（馬渕・眞壁） 優勝、準優勝、県大会出場決定

１回戦 横浜清風（五十嵐・井富）2-4厚木北
２回戦 横浜清風（川間・土田）3-4厚木東
２回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）3-4小田原
２回戦 横浜清風（鈴木・中村）4-2川崎橘
３回戦 横浜清風（鈴木・中村）0-4日大藤沢
２回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-2日大藤沢
３回戦 横浜清風（古畑・小駒）1-4川崎橘
２回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0鶴嶺
３回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-2川崎橘
４回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0厚木
５回戦 横浜清風（浦澤・林田）0-4日大藤沢 ベスト１６　関東大会出場決定
２回戦 横浜清風3-0平塚江南
３回戦 横浜清風2-0二宮
４回戦 横浜清風0-2相洋 ベスト１６

*２回戦以上進出者
横浜清風（木村・志藤）4-1瀬谷

横浜清風（馬渕・眞壁）4-0二俣川
横浜清風（西元・竹見）4-3戸塚
横浜清風（古畑・小駒）4-0戸塚
横浜清風（鈴木・中村）4-1金井

横尼清風（二宮・宮腰）4-0富士見丘
横浜清風（川間・土田）4-1松陽

横浜清風（五十嵐・井富）2-4富士見丘
横浜清風（木村・志藤）4-2富士見丘

横浜清風（西元・竹見）4-2横浜清風（馬渕・眞壁） ベスト１６　県大会出場決定
横浜清風（古畑・小駒）4-0金井
横浜清風（二宮・宮腰）4-3金井

横浜清風（川間・土田）4-0富士見丘
横浜清風（浦澤・林田）4-0横浜清風（木村・志藤） ベスト８　県大会出場決定
横浜清風（西元・竹見）4-3横浜清風（古畑・小駒） ベスト８　県大会出場決定
横浜清風（鈴木・中村）4-3横浜清風（二宮・宮腰） ベスト８　県大会出場決定

横浜清風（川間・土田）4-0戸塚
横浜清風（浦澤・林田）4-0横浜清風（西元・竹見） ４位　県大会出場決定
横浜清風（鈴木・中村）0-4横浜清風（川間・土田） ３位　県大会出場決定

決勝 横浜清風（浦澤・林田）4-0横浜清風（川間・土田） 優勝、準優勝、県大会出場決定
横浜清風（浦澤・林田）4-0津久井浜
横浜清風（木村・志藤）4-1高木・英理

横浜清風（二宮・宮腰）4-3相洋
横浜清風（西元・竹見）1-4厚木

横浜清風（鈴木・中村）4-2厚木北
横浜清風（古畑・小駒）4-1厚木
横浜清風（馬渕・眞壁）4-2柏陽

横浜清風（川間・土田）4-0横浜創英
横浜清風（浦澤・林田）2-4法政二
横浜清風（木村・志藤）1-4相洋
横浜清風（二宮・宮腰）4-3鶴嶺

横浜清風（鈴木・中村）0-4川崎橘
横浜清風（古畑・小駒）0-4相洋

横浜清風（馬渕・眞壁）0-4日大藤沢
横浜清風（川間・土田）4-2川崎橘
横浜清風（二宮・宮腰）0-4川崎橘 ベスト３２

横浜清風（川間・土田）0-4日大藤沢 ベスト３２

結果

ソフトテニス・女子

全国高校選抜ソフトテニス研修大会 3月26日～3月29日

県私学大会・春季団体 4月1日

関東大会県予選横浜地区　（個人） 4月13日

１０チーム出場

関東大会県予選　（個人）

男子バスケットボール 関東大会県予選

4月28日・4月29日

5月3日～5月5日

女子バスケットボール 関東大会県予選

１１チーム出場

２回戦

３回戦

4月28日・4月29日

5月3日～5月5日

４回戦

準決勝

4月20日・4月21日

関東大会県予選　（団体） 4月27日～4月29日

県高校総体横浜地区予選　（個人） 5月4日・5月5日

県高校総体 5月11日・5月12日

２回戦

３回戦

４回戦



部活名 大会名 日程 備考
全国高校選抜ソフトテニス研修大会 3月26日～3月29日 １回戦 横浜清風Ａ0-2上田染谷丘

１回戦 横浜清風3-0鎌倉学園Ｂ
２回戦 横浜清風0-2慶應義塾Ａ
１回戦 横浜清風（加納・佐藤）4-3戸塚
２回戦 横浜清風（加納・佐藤）3-4松陽
２回戦 横浜清風（古谷・金子）4-2桜丘
３回戦 横浜清風（古谷・金子）1-4金井 ベスト８　県大会出場決定
２回戦 横浜清風（勝俣・臼田）3-4横浜商大
１回戦 横浜清風（古谷・金子）4-3大和南
２回戦 横浜清風（古谷・金子）0-4藤沢翔陵
２回戦 横浜清風2-1鎌倉学園
３回戦 横浜清風0-2川崎市立橘

*２回戦以上進出者
横浜清風（勝俣・臼田）3-4金井

横浜清風（古谷・金子）4-1横浜商大
３回戦 横浜清風（古谷・金子）1-4県商工 ベスト１６　県大会出場決定

横浜清風2-3藤枝順心
横浜清風6-0常磐大学付属

決勝トーナメント 横浜清風3-6能代松陽 ベスト１６
２回戦 横浜清風8-0青山学院横浜英和
３回戦 横浜清風2-3荏田
2回戦 横浜清風2-0上矢部
3回戦 横浜清風1-2富士見丘

順位決定戦１ 横浜清風2-0舞岡
順位決定戦２ 横浜清風2-0戸塚 横浜中地区５位、県大会出場決定

１回戦 横浜清風）2-1住吉
２回戦 横浜清風2-1大磯
３回戦 横浜清風0-2弥栄 ベスト１６
２回戦 横浜清風（萩生・星野2-0県商工
３回戦 横浜清風（萩生・星野）0-2横浜平沼
２回戦 横浜清風（市橋・佐藤）1-2横浜平沼
２回戦 横浜清風（萩生）2-0横浜隼人
３回戦 横浜清風（萩生）0-2横浜富士見丘
１回戦 横浜清風（小玉）0-2保土ヶ谷
３回戦 清風高校3-0西湘

ブロック準決勝 清風高校3-2横須賀総合
ブロック決勝 横浜清風0-3川崎総合科学 ベスト１６

関東大会横浜中地区　（団体） 4月14日 １回戦 横浜清風0-2白山
２回戦 横浜清風（尾出・辛嶋）2-0金井
３回戦 横浜清風（尾出・辛嶋）2-0瀬谷西

準々決勝 横浜清風（尾出・辛嶋）1-2桜丘
順位決定戦１ 横浜清風（尾出・辛嶋）1-2光陵
順位決定戦２ 横浜清風（尾出・辛嶋）2-1白山 横浜中地区７位、県大会出場決定

１回戦 横浜清風（山田・内田）1-2白山
２回戦 横浜清風（大星）1-2横浜平沼
１回戦 横浜清風（飯野）1-2白山

1Ｒ 横浜清風5-0法政国際
2Ｒ 横浜清風1-4森村学園 ベスト３２
1Ｒ 横浜清風（水野）2-6生田
2Ｒ 横浜清風（眞仁田）6-2麻溝台
3Ｒ 横浜清風（眞仁田）2-6湘南
2Ｒ 横浜清風（高木）6-1神大付属
3Ｒ 横浜清風（高木）4-6湘南工大付属
2Ｒ 横浜清風（森笠）6-2麻生
3Ｒ 横浜清風（森笠）6-2横浜雙葉 県大会本選出場決定

関東大会県本選　（シングル） 5月3日～5月6日 1Ｒ 横浜清風（森笠）1-6桐光学園
1Ｒ 横浜清風（眞仁田・渡邊）3-6相模原中等
1Ｒ 横浜清風（田中・池平）6-4横須賀学院
2Ｒ 横浜清風（田中・池平）3-6横浜創学館
1Ｒ 横浜清風（大泉・水野）6-0旭
2Ｒ 横浜清風（大泉・水野）3-6湘南
2Ｒ 横浜清風（高木・森笠）6-2相模原総合
3Ｒ 横浜清風（高木・森笠）0-6横須賀学院
1Ｒ 横浜清風5-0横浜南陵
2Ｒ 横浜清風3-0舞岡
3Ｒ 横浜清風4-1浅野

4月3日 4Ｒ 横浜清風1-3山手学院 ベスト８
2Ｒ 横浜清風（塩崎）7-6栄光学園
3Ｒ 横浜清風（塩崎）2-6鎌倉学園
3Ｒ 横浜清風（小菅）6-1厚木東
4Ｒ 横浜清風（小菅）1-6平塚学園
3Ｒ 横浜清風（根本）6-0追浜
4Ｒ 横浜清風（根本）1-6平塚学園
3Ｒ 横浜清風（栗川）6-0桐蔭学園 県大会本選出場決定
3Ｒ 横浜清風（藏前）6-3鎌倉学園 県大会本選出場決定
1Ｒ 横浜清風（蔵前）1-6法政二
1Ｒ 横浜清風（栗川）6-0川和
2Ｒ 横浜清風（栗川）1-6湘南工大付属 県ベスト３２
1Ｒ 横浜清風（小野寺・藤井）0-6湘南工大付属
1Ｒ 横浜清風（根本・石川）4-6桐蔭学園
2Ｒ 横浜清風（吉川・小篠）7-5藤沢翔陵
3Ｒ 横浜清風（吉川・小篠）0-6平塚中等
4Ｒ 横浜清風（小菅・塩崎）6-2氷取沢 県大会本選出場決定
4Ｒ 横浜清風（栗川・藏前）6-4鎌倉学園 県大会本選出場決定
1Ｒ 横浜清風（栗川・藏前）0-6法政二
1Ｒ 横浜清風（小菅・塩崎）6-2霧が丘
2Ｒ 横浜清風（小菅・塩崎）2-6湘南工大付属 県ベスト３２

ソフトテニス・男子

県私学大会・春季団体 4月3日

関東大会県予選横浜地区　（個人） 4月14日

関東大会県予選　（個人） 4月20日

関東大会県予選　（団体） 4月28日

県高校総体横浜地区予選

ソフトボール・女子
東日本大会 3月26日～30日

予選リーグ

県春季ソフトボール大会 4月28日・5月3日

県高校総体横浜地区　（シングル） 5月5日

県高校総体

5月4日・5月5日

６チーム出場

２回戦

4月28日・4月29日

関東大会県本戦　（ダブルス）

結果

5月11日

バドミントン・男子
県高校総体横浜中地区　（ダブルス） 5月3日

県高校総体横浜中地区　（シングル） 5月5日

バドミントン・女子

関東大会横浜中地区　（団体） 4月14日

関東大会県予選　（団体） 4月21日

県高校総体横浜中地区　（ダブルス） 5月3日

5月3日～5月6日

硬式テニス・女子

横浜市テニストーナメント（団体） 4月2日

関東大会県予選　（シングル） 4月28日・4月29日

関東大会県予選　（ダブルス） 4月28日・4月29日

硬式テニス・男子

横浜市テニストーナメント　（団体）
4月2日

関東大会県予選　（シングル） 4月28日・4月29日

関東大会県本戦　（シングル） 5月3日～5月6日

関東大会県予選　（ダブルス）



2回戦 横浜清風18-8厚木東

3回戦 横浜清風12-27多摩 ベスト３２

県高校総体 5月11日 ２回戦 横浜清風14-17小田原

4月21日 1回戦 横浜清風23-14桐蔭学園

4月28日 2回戦 横浜清風6-35平沼

県高校総体 5月11日 １回戦 横浜清風15-16岸根

関東大会県予選　（団体） 4月28日 １回戦 横浜清風0-3逗子

*ブロック決勝進出者

１回戦 横浜清風（小川）3-2上矢部

ブロック決勝 横浜清風（小川）0-3横浜創英

代表決定（２次予選） 横浜清風（小川）1-3桐蔭学園

２回戦 横浜清風（仁平）3-0青学英和

ブロック決勝 横浜清風（仁平）3-2横浜翠陵 県大会出場決定

１回戦 横浜清風（種村）3-1中大横浜

ブロック決勝 横浜清風（種村）0-3神奈川学園

*ブロック決勝進出者

１回戦 横浜清風（小川・仁平）3-1瀬谷

ブロック決勝 横浜清風（小川・仁平）0-3横浜創英

高校総体県予選・女子シングルス 5月11日 １回戦 横浜清風（仁平）1-3桐蔭

関東大会県予選　（団体） 4月14日 １回戦 横浜清風0-3神大付属

*２回戦以上進出者

横浜清風（大滝）0-3桐蔭

横浜清風（小松崎）1-3鶴見

横浜清風（岩佐）1-3横浜商大

横浜清風（鈴木）3-2横浜商業

横浜清風（猿渡）3-0サレジオ

３回戦 横浜清風（猿渡）0-3新栄

２回戦 横浜清風（上平）3-0神奈川朝鮮

３回戦 横浜清風（上平）0-3横浜商業

*２回戦以上進出者

横浜清風（小松崎・早川）0-3横浜商業

横浜清風（上平・岩佐）3-0横浜栄

３回戦 横浜清風（上平・岩佐）0-3日大

横浜清風（寺口）-県鶴嶺 勝利

横浜清風（田中）-立花学園 勝利

横浜清風（寺口）-相模原総合 敗退

横浜清風（田中）-県橋本 敗退

1回戦 横浜清風3-2聖光学院

２回戦 横浜清風2-3藤沢翔陵

軟式野球 県春季大会 4月13日 1回戦 横浜清風0-1慶應義塾

サッカー 県高校総体 5月3日 横浜清風2-3湘南台

ハンドボール・男子
関東大会県予選 4月14日・4月21日

ハンドボール・女子
関東大会県予選

１１名出場

関東大会県予選横浜地区　（ダブルス） 4月20日

５チーム出場

卓球・男子

関東大会予選横浜地区　（シングルス） 4月20日・4月21日

１３名出場

２回戦

関東大会予選横浜地区　（ダブルス）

卓球・女子

関東大会県予選横浜地区　（シングルス） 4月20日

4月20日・4月21日

６チーム出場

２回戦

剣道・男子

関東大会県予選・個人 5月2日

1回戦

2回戦

関東大会県予選・団体 5月12日


