
部活名 大会名 日程 備考

1Ｒ 横浜清風3-0大和西

２Ｒ 横浜清風2-0鎌倉女学院

３Ｒ 横浜清風2-0平沼

４Ｒ 横浜清風0-2橘学苑 ベスト１６

1Ｒ 横浜清風3-2神奈川大学付属

2Ｒ 横浜清風2-3城郷

3Ｒ 横浜清風4-1桐蔭学園

4Ｒ 横浜清風4-1フェリス

5Ｒ 横浜清風4-1関東六浦

２R 横浜清風（大佐古）6-1相模原総合

３R 横浜清風（大佐古）3-6湘南

３R 横浜清風（細田）6-3相模原中等

４R 横浜清風（細田）6-2フェリス

５R 横浜清風（細田）2-6横須賀学院

３R 横浜清風（免出）6-2アレセイア湘南

４R 横浜清風（免出）2-6相模原中等

３R 横浜清風（眞仁田）6-3座間

４R 横浜清風（眞仁田）6-4湘南台

５R 横浜清風（眞仁田）3-6西湘

２R 横浜清風（田中・池平）6-2横浜雙葉

３R 横浜清風（田中・池平）4-6フェリス

３R 横浜清風（眞仁田・渡邊）6-1橘学苑

４R 横浜清風（眞仁田・渡邊）6-4多摩 本戦進出

本戦１R 横浜清風（眞仁田・渡邊）3-6森村学園

３R 横浜清風（細田・免出）6-3平塚学園

４R 横浜清風（細田・免出）6-3相模原総合 本戦進出

本戦１R 横浜清風（細田・免出）1-6横浜立野

１Ｒ 横浜清風3-0田奈

２Ｒ 横浜清風3-0城山

３Ｒ 横浜清風2-0茅ケ崎西浜

４Ｒ 横浜清風1-2湘南台 ベスト３２

1回戦 横浜清風2-3聖光学院

2回戦 横浜清風3-2横浜隼人

3回戦 横浜清風4-1桐蔭中等

4回戦 横浜清風1-4橘学苑

5回戦 横浜清風2-3関東六浦 リーグ３位

３R 横浜清風（石川）6-0逗葉

４R 横浜清風（石川）6-1柏陽

５R 横浜清風（石川）6-2大和 本戦進出

本戦２R 横浜清風（石川）0-6法政二

３R 横浜清風（佐治6-0麻溝台

４R 横浜清風（佐治）6-0深沢

５R 横浜清風（佐治）6-1追浜 本戦進出

本戦１R 横浜清風（佐治）1-6橘学苑

３R 横浜清風（栗川）6-0緑園総合

４R 横浜清風（栗川）6-2厚木西

５R 横浜清風（栗川）6-1湘南

本戦１R 横浜清風（栗川）6-0横須賀総合

本戦２R 横浜清風（栗川）1-6法政二

３R 横浜清風（栗川・蔵前）6-1自習館

４R 横浜清風（栗川・蔵前）6-2横須賀学院

５R 横浜清風（栗川・蔵前）6-0川和

本戦１R 横浜清風（栗川・蔵前）6-1光明相模原

本戦２R 横浜清風（栗川・蔵前）2-6橘学苑

1回戦 横浜清風16-10旭

2回戦 横浜清風3-32荏田

ハンドボール・男子 横浜地区秋季大会 8月25日 1回戦 横浜清風12-24光陵

1回戦 横浜清風2-0捜真

2回戦 横浜清風2-0金井

3回戦 横浜清風1-2霧が丘

リーグ1回戦 横浜清風0-2佐野日大

リーグ2回戦 横浜清風0-2翔凜

リーグ3回戦 横浜清風0-2共栄学園

1回戦 横浜清風2-0みなと総合

準決勝 横浜清風2-0金沢

決勝 横浜清風2-0川和B 優勝！

2回戦 横浜清風2-0氷取沢

3回戦 横浜清風0-2霧が丘

結果

県高校テニス大会（団体） 5月12日・5月18日

7月14日・7月21日横浜市テニスリーグ（団体）

県新人大会・ダブルス（個人）

県高校テニス大会（団体） 5月12日・5月18日

7月23日・7月27日横浜市テニスリーグ（団体）

県新人大会・シングルス（個人） 8月21日・9月21日

8月21日・9月21日県新人大会・ダブルス（個人）

9月28日横浜市選手権大会

硬式テニス・女子

8月21日・9月21日

県新人大会・シングルス（個人） 8月21日・9月21日

横浜地区秋季大会 8月24日ハンドボール・女子

県高校総体 6月9日

バレーボール・女子

関東私学選手権大会 7月21日

横浜地区夏季大会 8月25日

硬式テニス・男子



部活名 大会名 日程 備考結果

県高校総体（団体） 6月15日 2回戦 横浜清風2-3麻生

2回戦 横浜清風（大滝）3-0氷取沢 ベスト３２

2回戦 横浜清風（笹川）3-0横浜立野

2回戦 横浜清風（早川）3-0光陵

3回戦 横浜清風（大滝）1-3桐蔭学園

3回戦 横浜清風（笹川）0-3金沢

3回戦 横浜清風（早川）0-3山手学院

1回戦 横浜清風（岩佐）3-0浅野

2回戦 横浜清風（岩佐）1-3横浜翠嵐

1回戦 横浜清風（小松崎）3-1橘学苑

2回戦 横浜清風（小松崎）1-3桐蔭中等

1回戦 横浜清風（大滝）3-0聖光

2回戦 横浜清風（大滝）2-3市立金沢

1回戦 横浜清風（岩佐・大滝）3-0創学館

2回戦 横浜清風（岩佐・大滝）3-1聖光

決勝戦 横浜清風（岩佐・大滝）0-3金沢

1回戦 横浜清風（早川・油田）2-3港北

1回戦 横浜清風（岩佐）1-3市が尾

1回戦 横浜清風（笹川）0-3藤嶺藤沢

1回戦 横浜清風（油田）0-3サレジオ中

1回戦 横浜清風（大滝）3-2秦野

2回戦 横浜清風（大滝）3-1岸根

準決勝 横浜清風（大滝）0-3サレジオ中 ベスト８

県高校総体（団体） 6月16日 1回戦 横浜清風1-3市立橘

2回戦 横浜清風（福永）3-0中大横浜

2回戦 横浜清風（小川）3-0横浜創学館

3回戦 横浜清風（福永）0-3横浜商業

3回戦 横浜清風（山下）横浜商業

3回戦 横浜清風（渡辺）0-3横浜商業

3回戦 横浜清風（小川）0-3横浜商業

1回戦 横浜清風（小川）3-0中大横浜

代表決定戦 横浜清風（小川）3-0 県大会進出

代表戦 横浜清風（福永）1-3桐蔭

二次予選 横浜清風（福永）3-1市ヶ尾 県大会進出

1回戦 横浜清風（前田）3-0市ヶ尾

代表決定戦 横浜清風（前田）3-0翠陵 県大会進出

1回戦 横浜清風（久保・高橋）3-1青学英和

2回戦 横浜清風（久保・高橋）3-2中大横浜 県大会進出

1回戦 横浜清風（小川・福永）3-2岸根 県大会進出

2回戦 横浜清風（高橋）3-2市ヶ尾

決勝T 1回戦 横浜清風（高橋）1-3追浜

1回戦 横浜清風（坂井）3-0横須賀学

2回戦 横浜清風（坂井）0-3秦野曽屋

1回戦 横浜清風（小川）3-0市立川崎

2回戦 横浜清風（小川）0-3秦野曽屋

1回戦 横浜清風（前田）3-0港北

2回戦 横浜清風（前田）0-3秦野

2次予選進出者のみ

決勝トーナメント進出者のみ

卓球・男子

横浜市選手権大会（シングルス） 8月13日

9月15日県新人大会横浜地区予選・個人（シングルス）

県新人大会横浜地区予選・個人（ダブルス） 9月16日

8月13日

9月22日ジュニアオープン大会（シングルス）

卓球・女子

横浜市選手権大会（シングルス）

9月14日県新人大会横浜地区予選・個人（ダブルス）

9月23日ジュニアオープン大会（シングルス）

9月14日県新人大会横浜地区予選・個人（シングルス）



部活名 大会名 日程 備考結果

1回戦 横浜清風4-3鎌倉

2回戦 横浜清風8-1高浜

3回戦 横浜清風5-1座間総合

準々決勝 横浜清風1-4高津 ベスト８

1回戦 横浜清風7-0日本女子大付属

2回戦 横浜清風3-12鶴見大付属 ベスト８

1回戦 横浜清風10-0大磯

2回戦 横浜清風4-3荏田

3回戦 横浜清風5-4大和

準決勝 横浜清風2-0向上

決勝 横浜清風2-9光明相模原 準優勝！

予選T 準決勝 横浜清風19-0カリタス女子

予選T 決勝 横浜清風8-1湘南学院

決勝リーグ 1回戦 横浜清風2-6光明相模原

決勝リーグ 2回戦 横浜清風3-2向上

決勝リーグ 3回戦 横浜清風8-0白鵬女子 準優勝！　関東私学大会進出

2回戦 横浜清風5-4鶴見大付属

準決勝 横浜清風4-1荏田

決勝 横浜清風1-0捜身女学校 優勝！（６年連続）

予選T1回戦 横浜清風5-0市ヶ尾

予選T2回戦 横浜清風0-1座間総合

敗者復活戦 横浜清風4-0鎌倉

シード決定戦 横浜清風2-1大和

横浜清風12-2淑徳

横浜清風10-2山形学院

横浜清風7-0古河二 リーグ１位通過

決勝T 1回戦 横浜清風1-7前橋育英 第５位

予選リーグ1回戦 横浜清風5-5藤嶺藤沢

予選リーグ2回戦 横浜清風1-5横浜高校

予選リーグ3回戦 横浜清風12-2平塚商業 リーグ２位 本戦トーナメント出場

9月15日 本戦T1回戦 横浜清風2-12法政二

1回戦 横浜清風99-82宇都宮工

準々決勝 横浜清風74-91実践学園 ベスト８

6月9日 3回戦 横浜清風75-55荏田

6月15日 4回戦 横浜清風83-56横須賀学院

6月16日 決勝リーグ1回戦 横浜清風71-84桐光学園

決勝リーグ2回戦 横浜清風56-59法政二

決勝リーグ3回戦 横浜清風105-85東海大相模 第３位

トーナメント2回戦 横浜清風110-52横浜桜陽

ブロック決勝 横浜清風50-78桐蔭学園 ブロック準優勝！

１回戦 横浜清風112-71霧が丘

準決勝 横浜清風74-79法政二 第３位

関東大会 6月7日～6月9日 1回戦 横浜清風75-95佼成学園女子

6月2日 ブロック準決勝 横浜清風82-75松陽

6月15日 ブロック決勝 横浜清風61-67相模女子

1回戦 横浜清風78-28新栄

2回戦 横浜清風95-34白山

ブロック決勝 横浜清風96-38桐蔭学園 ブロック優勝！

予選リーグ1回戦 横浜清風67-5湘南白百合

予選リーグ2回戦 横浜清風49-25三浦学苑

予選リーグ3回戦 横浜清風77-47相洋

Aブロック決勝T1回戦 横浜清風51-61東海大相模

Aブロック３位決定戦 横浜清風85-75湘南工科大付属 ブロック３位

関東大会県予選（秋季） 9月8日 １回戦 横浜清風82-94旭

2回戦 横浜清風（寺口）メー　市戸塚東

3回戦 横浜清風（寺口）コドード大和南

4回戦 横浜清風（寺口）　－メ伊勢原 ベスト６４

横浜清風（三山）メー　柏陽

横浜清風（田中）メー　桐蔭学園

横浜清風（寺口）　－コ慶應義塾

横浜清風（三山）メーメメ桐蔭学園

横浜清風（田中）コー　南

3回戦 横浜清風（田中）　－メ横浜 ベスト３２

県高校総体（団体） 6月22日 1回戦 横浜清風0-2瀬谷

県高校1年生錬成会 8月20日 2回戦 横浜清風5-0桐蔭学園

関東大会県予選横浜地区大会（秋季） 9月23日 １回戦 横浜清風0-5日大Ａ

6月16日 1回戦 横浜清風2-1中央大学付属

6月22日 2回戦 横浜清風4-0永谷

8月3日 3回戦 横浜清風0-2市立川崎

8月7日 4回戦 横浜清風2-0川和C

8月25日 5回戦 横浜清風1-2聖光学院

8月31日 6回戦 横浜清風2-6藤沢清流

9月16日 7回戦 横浜清0-2港北

県選手権予選 7月6日 1回戦 横浜清風1-4追浜

サッカー

県高校総体（個人） 5月25日

横浜地区大会（個人）

女子バスケットボール

県高校総体

7月13日～7月15日横浜地区大会

8月19日・22日・23日県私学研修大会

剣道・男子

横浜市大会 8月17日・8月18日

秋季強化研修会 9月14日・15日・21日

関東大会県予選（秋季） 9月8日・15日

8月22日・24日・25日
県秋季大会軟式野球

男子バスケットボール

関東大会 6月1日

県高校総体

6月22日

予選リーグ
全国高校招待ソフトボールフェスティバル 8月13日～15日

7月14日・15日横浜地区大会

県体育大会

ソフトボール・女子 8月24日・8月25日・9月1日県私学秋季大会

5月26日・6月8日・6月16日県高校総体

7月15日県私学夏季大会

7月20日・7月21日･7月27日

1回戦

2回戦

Ｕ１８　サッカーリーグ

6月2日



部活名 大会名 日程 備考結果

2回戦 横浜清風2-1横須賀学園

3回戦 横浜清風1-2中央大学付属

2回戦 横浜清風Ａ3-0高木学園Ａ

3回戦 横浜清風Ａ3-1緑ヶ丘Ａ

1回戦 横浜清風Ａ1-3中大学付属 ベスト１６

1回戦 横浜清風（宮川・渡邊）2-0横浜隼人Ａ

2回戦 横浜清風（宮川・渡邊）0-2横浜富士見ヶ丘

2回戦 横浜清風（高祖・町）2-0瀬谷西

3回戦 横浜清風（高祖・町）2-0舞岡

準々決勝 横浜清風（高祖・町）0-2松陽 第８位　県大会進出

2回戦 横浜清風（高祖）0-2旭

1回戦 横浜清風（村上）2-0瀬谷

2回戦 横浜清風（村上）2-0白山

3回戦 横浜清風（村上）0-2松陽

県新人大会・団体 9月23日 2回戦 横浜清風2-3舞岡

1回戦 横浜清風3-0藤沢西

2回戦 横浜清風2-3川和高校

1回戦 横浜清風（尾出・辛島）2-1川和

2回戦 横浜清風（尾出・辛島）0-2川崎総合科学

2回戦 横浜清風2-0横浜創英

3回戦 横浜清風0-2立花

2回戦 横浜清風Ａ3-0横浜緑ヶ丘

3回戦 横浜清風Ａ3-0橘学苑

4回戦 横浜清風Ａ0-3瀬谷

1回戦 横浜清風0-3桐蔭学園

2回戦 横浜清風（飯野・辛島）2-0瀬谷西

3回戦 横浜清風（飯野・辛島）2-0公文国際

準々決勝 横浜清風（飯野・辛島）1-2瀬谷

順位決定戦 横浜清風（飯野・辛島）1-2旭

7位決定戦 横浜清風（飯野・辛島）1-2旭

1回戦 横浜清風（中嶋・高橋）0-2瀬谷

2回戦 横浜清風（辛島）2-0緑園

3回戦 横浜清風（辛島）2-0榊

準々決勝 横浜清風（辛島）2-0徳永

準決勝 横浜清風（辛島）1-2旭

3位決定戦 横浜清風（辛島）棄権負け-舞岡 第４位　県大会進出

2回戦 横浜清風（飯野）0-2旭陵

2回戦 横浜清風3-2戸塚

準々決勝 横浜清風3-1旭

準決勝 横浜清風0-3平沼

3位決定戦 横浜清風3-2瀬谷西 第３位

１回戦 横浜清風（古谷・金子）4-2鵠沼

２回戦 横浜清風（古谷・金子）2-4小田原

２回戦 横浜清風3-0城北工業

３回戦 横浜清風1-2藤沢翔陵

国体県予選 6月16日 1回戦 横浜清風（古谷・金子）0-4厚木東

1回戦 横浜清風（加納・佐藤）4-2城山

2回戦 横浜清風（加納・佐藤）0-4三浦学苑

1回戦 横浜清風（勝俣・古谷）4-0大和

2回戦 横浜清風（勝俣・古谷）3-4横浜創英

2回戦 横浜清風（金子・臼田）4-2慶應義塾

3回戦 横浜清風（金子・臼田）0-4三浦学苑

2回戦 横浜清風（諏訪間・高橋）0-4翠嵐

1回戦 横浜清風（金子・臼田）4-0柏陽

2回戦 横浜清風（金子・臼田）1-4横浜創英

1回戦 横浜清風2-1柏陽Ｂ

2回戦 横浜清風0-2横浜創英Ｃ

1回戦 横浜清風（金子・高橋）4-0麻布大付属

2回戦 横浜清風（金子・高橋）0-4慶應義塾

1回戦 横浜清風（臼田・小宮山）4-2旭丘

2回戦 横浜清風（臼田・小宮山）0-4慶應義塾

1回戦 横浜清風（諏訪間・上野）4-2金井

2回戦 横浜清風（諏訪間・上野）0-4戸塚

2回戦 横浜清風（金子・臼田）4-1松陽

3回戦 横浜清風（金子・臼田）4-2桜丘

準決勝 横浜清風（金子・臼田）3-4桜丘

3位決定戦 横浜清風（金子・臼田）4-2県商工 第３位　県大会進出

2回戦 横浜清風（臼田・金子）4-1慶應義塾

3回戦 横浜清風（臼田・金子）2-4川和

9月15日

9月22日県新人大会地区予選・個人

9月29日横浜地区学年別大会（2年生の部）

バドミントン・女子

9月8日県新人大会中地区予選・個人（ダブルス）

県新人大会中地区予選・個人（シングルス） 9月15日

県高校総体（ダブルス） 5月19日

7月14日県私学大会（団体）

8月24日夏季横浜市大会（団体）

9月8日県新人大会中地区予選・個人（ダブルス）

バドミントン部・男子

7月15日県私学大会（団体）

8月25日

ソフトテニス・男子

県高校総体・個人 5月11日

県高校総体・団体 6月8日

8月27日

夏季横浜市大会（団体）

県新人大会中地区予選・個人（シングルス）

県高校総体（団体） 5月12日

9月23日県新人大会中地区予選・団体

県私学大会・個人

7月6日・7日・14日県選手権大会・個人

8月15日横浜市ジュニア大会･団体

横浜市ジュニア大会･個人 8月13日



部活名 大会名 日程 備考結果

1回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0つくばポンポコ

2回戦 横浜清風（浦澤・林田）0-4Palalsttra・ヨネックス

１回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-2富士河口湖

２回戦 横浜清風（浦澤・林田）3-4白鴎大足利

２回戦 横浜清風3-0横浜南陵

３回戦 横浜清風2-0立花学園

４回戦 横浜清風2-1茅ケ崎

５回戦 横浜清風2-0横浜商業

決勝リーグ１回戦 横浜清風0-3日大藤沢

決勝リーグ２回戦 横浜清風1-2川崎市立橘

決勝リーグ３回戦 横浜清風0-3相洋 第４位

２回戦 横浜清風（鈴木・中村）3-4高津

２回戦 横浜清風（川間・土田）4‐2横浜商業

２回戦 横浜清風（二宮・宮腰）1-4日大藤沢

２回戦 横浜清風（古畑・小駒）1-4相洋

２回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）4-2大磯中

２回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-1厚木東

３回戦 横浜清風（川間・土田）0-4川崎橘 ベスト３２

３回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）1-4高津 ベスト３２

３回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-2法政二

４回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-1東海大相模

５回戦 横浜清風（浦澤・林田）1-4高津 第５位

3回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-1小田原

4回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-1川崎橘

5回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-2横須賀総合

6回戦 横浜清風（浦澤・林田）2-4日大藤沢 ベスト１６

3回戦 横浜清風（二宮・宮腰）4-0二宮

4回戦 横浜清風（二宮・宮腰）4-1相模女子

5回戦 横浜清風（二宮・宮腰）1-4 日大藤沢 ベスト３２

3回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-2茅ヶ崎

4回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-3川崎橘

5回戦 横浜清風（古畑・小駒）2-4日大藤沢 ベスト３２

4回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0横浜商業

4回戦 横浜清風（木村・志藤）4-0横浜創英

4回戦 横浜清風（鈴木・中村）4-2横浜創英

4回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）4-0川和

4回戦 横浜清風（川間・土田）4-2横浜創英

4回戦 横浜清風（西元・竹見）4-3高木・英理

4回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-0法政国際

5回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-2横浜清風（木村･志藤） 木村・志藤組　第５位

5回戦 横浜清風（鈴木・中村）4-0横浜清風（馬渕・眞壁） 馬渕・眞壁組　第５位

5回戦 横浜清風（川間・土田）4-0横浜創英

5回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-3横浜清風（西元・竹見） 西元・竹見組　第５位

準決勝 横浜清風（浦澤・林田）4-1横浜清風（鈴木・中村） 鈴木・中村組　第３位

準決勝 横浜清風（古畑・小駒）4-1横浜清風（川間・土田） 川間・土田組　第３位

決勝 横浜清風（浦澤・林田）4-2横浜清風（古畑・小駒） 林田・浦澤組 優勝！ 古畑・小駒組 準優勝！

２回戦 横浜清風Ａ２-０横浜栄Ｂ

２回戦 横浜清風Ｂ２-０横浜南陵Ｂ

２回戦 横浜清風Ｃ２-１横浜南陵Ａ

３回戦 横浜清風Ａ２-０横浜栄Ｂ

３回戦 横浜清風Ｂ2-0横浜創英Ｂ

３回戦 横浜清風Ｃ0-2横浜商業 横浜清風Ｃ 第５位

準決勝 横浜清風Ａ2-0横浜商業

準決勝 横浜清風Ｂ2-0高木・英理Ａ

決勝 横浜清風Ａ2-1横浜清風Ｂ 横浜清風Ａ 優勝！ 横浜清風Ｂ 準優勝！

４回戦 横浜清風（川間・土田4-0法政二

４回戦 横浜清風（二宮・宮腰）4-1日大藤沢

４回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）4-3立花学園

４回戦 横浜清風（木村・志藤）1-4東海大相模

４回戦 横浜清風（古畑・小駒）4-1高木・英理

４回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0高木・英理

４回戦 横浜清風（鈴木・中村）4-2法政国際

5回戦 横浜清風（川間・土田）4-1日大藤沢

5回戦 横浜清風（二宮・宮腰）3-4相洋 ベスト１６

5回戦 横浜清風（馬渕・眞壁）0-4日大藤沢 ベスト１６

5回戦 横浜清風（古畑・小駒）2-4日大藤沢 ベスト１６

5回戦 横浜清風（浦澤・林田）4-0相洋

5回戦 横浜清風（鈴木・中村）0-4日大藤沢 ベスト１６

6回戦 横浜清風（川間・土田）1-4日大藤沢 ベスト８

6回戦 横浜清風（浦澤・林田）1-4日大藤沢 ベスト８

8月22日県私学大会・個人

ソフトテニス・女子

8月16日横浜市ジュニア大会・団体

7月6日・7日・13日県選手権大会・個人

関東選手権大会 5月24日・26日

関東大会 6月2日

県高校総体・団体

8月14日横浜市ジュニア大会・個人

6月8日・9日

国体県予選 6月16日



部活名 大会名 日程 備考結果

2回戦 横浜清風（岸本・山下）3-4富士見丘

2回戦 横浜清風（宮腰・五十嵐）4-2金井

2回戦 横浜清風（西元・米田）4-0二俣川

2回戦 横浜清風（木村・志藤）4-2戸塚

3回戦 横浜清風（宮腰・五十嵐）4-0富士見丘

3回戦 横浜清風（西元・米田）4-0戸塚

3回戦 横浜清風（木村・志藤）4-0金井

準決勝 横浜清風（宮腰・五十嵐）4-2横浜清風（西元・米田）

準決勝 横浜清風（木村・志藤）4-0瀬谷

3位決定戦 横浜清風（西元・米田）4-1瀬谷 第３位

決勝 横浜清風（木村・志藤）4-2横浜清風（宮腰・五十嵐）木村・志藤組 優勝！ 宮腰・五十嵐組 準優勝 ！

３回戦 横浜清風（木村・志藤）4-2川和

３回戦 横浜清風（西元・米田）4-0桐蔭学園

３回戦 横浜清風（宮腰・五十嵐）4-1横浜創英

４回戦 横浜清風（木村・志藤）4-2瀬谷

４回戦 横浜清風（西元・米田）4-1横浜創英

４回戦 横浜清風（宮腰・五十嵐）3-4桐蔭学園

準決勝 横浜清風（木村・志藤）4-1横浜清風（西元・米田） 西元・米田組　第３位

決勝 横浜清風（木村・志藤）4-1桐蔭学園 優勝！

男子100ｍ決勝 平野 11"16 4位入賞！

男子4×400R予選 木村‐武田‐佐々木‐松浦 3'26"05 組1着

男子4×400R決勝 木村‐武田‐佐々木‐松浦 3'21"18 優勝！

女子400mH決勝 中島 71"54 7位入賞！

女子棒高跳 月足 3m00 優勝！

男子400ｍ決勝 松浦 48"87 2位入賞！

男子三段跳 松尾 13m12 3位入賞！

女子400ｍ決勝 福田 59"78 3位入賞！

女子4×400mR決勝 月足‐河原‐中島‐福田 4'03"22 4位入賞！

男子200ｍ決勝 松浦 22"20 2位入賞！

男子200ｍ決勝 平野 23"18 7位入賞！

男子4×100R決勝 武田ｰ平野ｰ木村ｰ松浦 42”67 2位入賞！

女子4×400mR 月足-河原-中島-福田 4’02”59 優勝！

男子棒高跳 井上 4m20 3位入賞！

男子棒高跳 土生 4m50 優勝！

男子棒高跳（一般の部） 池田 4m50 優勝！

男子走幅跳 宮里 6m53 2位入賞！

女子4×100ｍR決勝 月足‐福田‐中島‐河原 50"77 2位入賞！

男子総合 78点 優勝！

女子総合 28点 7位

男子100ｍ二次予選 松浦 11"10 組1着　全体5位

男子100ｍ二次予選 平野 11"05 組1着　全体3位

男子400ｍ二次予選 武田 50"39 組2着　全体9位

男子3000ｍ障害 石井　10'12"43 組6着　全体12位

男子4×100ｍR 武田‐平野‐木村‐松浦　42”29 組1着　全体3位

男子棒高跳 井上 4ｍ50 3位

男子棒高跳 土生 4m90 優勝！

男子棒高跳 池田 4m40 4位

男子走幅跳 平野 6m61 2位

男子走幅跳 宮里 6m24 14位　

男子砲丸投 吹田 11ｍ23 9位

女子400ｍ 福田 59"93 組1着　全体4位

女子4×100ｍR 月足-福田-田中-中島 51”51 組2着　全体9位

女子棒高跳 月足 3m10 優勝！

女子棒高跳 阿部 2m20 7位

女子走幅跳 中尾 4m96 5位

女子砲丸投 荒川 7m83 15位

男子200ｍ二次予選 武田 22"81 組2着　全体10位

男子800ｍ二次予選 佐々木 2'01"87 組4着　15位

男子4×400ｍR 平野‐武田‐木村‐松浦 3'22"28 組1着　全体2位

男子三段跳 山下 12m39 15位　

男子三段跳 松尾 12ｍ69 6位

女子200ｍ二次予選 福田 26"85 4位

女子400ｍH 中島 69"37 組4着　全体14位

女子4×400ｍR 月足‐中島‐阿部‐福田 4'05"75 組1着　全体3位

女子円盤投 荒川 23m35 15位

9月22日県新人大会地区予選・個人

9月29日横浜地区学年別大会（2年生の部）

ソフトテニス・女子

横浜市民体育大会 4月13日・20日・21日

入賞者のみ

県高校総体地区予選 5月3日・4日

県大会進出者のみ

陸上競技



部活名 大会名 日程 備考結果

女子400ｍ準決 福田 58"69 組4位　全体11位

男子400ｍ決勝 松浦 48"90 3位入賞！　関東大会進出

男子400ｍ予選 武田 50"65 組5位

男子3000SC 石井 10'37"64 組12位

男子棒高跳 土生 4ｍ90 2位入賞！　関東大会進出

男子棒高跳 池田 4ｍ40 4位入賞！　関東大会進出

男子棒高跳 井上 4ｍ40 6位入賞！　関東大会進出

男子走幅跳 宮里 6ｍ57 組13位

男子走幅跳 平野 6ｍ26 組27位

女子4×100ｍR 月足‐福田‐中島‐中尾 50"68 組4位

男子4×100ｍR 平野‐武田‐木村‐松浦 42"28 組3位

男子100ｍ準決 松浦 11"32 組7位

男子100ｍ予選 平野 11"36 組8位

女子400ｍH 中島 68"72 組4位

女子棒高跳 月足 3ｍ20 4位入賞！　関東大会進出

女子走幅跳 中尾 4ｍ90 組27位

男子200ｍ準決 松浦 21"84 組4着

男子200ｍ予選 武田 22"56 組6着

男子800ｍ予選 佐々木 2'02"03 組6着

男子4×400ｍR決勝 平野‐武田‐木村‐松浦 3'17"51 6位入賞！　関東大会進出

女子200ｍ予選 福田 26"20 組5着

女子4×400ｍR 月足‐福田‐中島‐阿部 4'02"02 組3着

男子三段跳 山下 12ｍ38 38位

男子三段跳 松尾 12ｍ85 27位

女子円盤投 荒川 23ｍ58 34位

男子総合 23.5点 8位入賞！

男子400ｍ予選 松浦 48"65 組３着

男子棒高跳 井上 4ｍ30 １４位

男子棒高跳 池田 4ｍ30 １５位

女子棒高跳 月足 3ｍ20 ８位

男子4×400ｍR予選 平野‐武田‐木村‐松浦 3'21"04 組５着　全体１７位

男子400ｍ予選 武田　50”40 組６位

男子400ｍ決勝 松浦　49”62 ８位入賞

男子4×100R準決勝 武田‐平野‐木村‐松浦　42”06 組２位　

男子4×100R決勝 武田‐平野‐木村‐松浦　41”96 ５位 関東選手権大会進出

男子高跳 井上　4ｍ40 １５位

男子高跳 猪原　4ｍ40 １３位

男子高跳 池田　4ｍ40 １５位

女子400ｍ準決勝 福田　59”39 組５位

女子4×100ｍR準決勝 月足‐福田‐中島‐河原　50”34 組４位

男子4×400ｍR予選 山下‐木村‐竹井‐宮里　3’29”84 組５位

女子走幅跳 中尾　4ｍ97 ５位

男子200ｍ準決勝 松浦　22”14 組６位

男子砲丸投 吹田　（5ｋｇ）13ｍ14 ３位

女子B100ｍ予選 中尾　13”24 ５位

女子4×400R準決勝 河原‐阿部‐田中‐福田　4’02”31 組２位　

女子4×400R決勝 河原‐阿部‐田中‐福田　4’05”03 ８位入賞

男子棒高跳 塚本　3ｍ85 ７位入賞

男子棒高跳 猪原　4ｍ55 ２位入賞

男子棒高跳 池田　4ｍ05 ５位入賞

男子砲丸投 吹田　11ｍ82 ６位入賞

女子棒高跳 阿部　2ｍ70 ４位入賞

女子走り幅跳 中尾　4ｍ97 ７位入賞

男子400ｍH 松浦　55”07 ２位入賞

女子三段跳 中尾　11ｍ16 ２位入賞

関東選手権大会 8月22日・23日 男子4×100R予選 武田‐平野‐木村‐松浦　42”59 ３位

6月22日・23日・30日県選手権大会

県高校総体

県高校総体

5月11日・12日・
18日・19日

5月11日・12日・
18日・19日

6月14日・15日・16日南関東大会

横浜地区高体連大会
※入賞者のみ

7月13日・14日

陸上競技



部活名 大会名 日程 備考結果

男子400ｍ2次予選 木村　50”79 １２位　

男子3000ｍ障害予選 佐藤　10’45”71 １４位

男子4×100ｍR 山下‐落合‐木村‐内田　44”37 １２位　

男子棒高跳 塚本　3ｍ90 ７位

男子棒高跳 猪原　4ｍ40 １位

男子棒高跳 池田　4ｍ40 １位

男子走高跳 山下　1ｍ80 １０位

男子砲丸投 吹田　11ｍ03 ６位

女子400ｍ予選 阿部　60”61 ５位

女子1500ｍ 町田　5’06”94 １２位　

女子4×100ｍR 荒川‐阿部‐田中‐中尾　51”90 ６位

女子棒高跳 阿部　3ｍ20 １位

女子走幅跳 中尾　5ｍ08 ５位

女子砲丸投 荒川　7ｍ56 ７位

男子4×400ｍR 山下‐木村‐竹井ー落合 3'26"33 組２着　全体４位

男子三段跳 山下 12m49 ８位

男子三段跳 松尾 12m83 ４位

男子三段跳 宮里 12m85 ３位

女子800ｍ 町田 2'28"89 組２着 全体１０位

女子400ｍH 田中 69"58 組３着 全体７位

女子4×400ｍR 中尾‐町田‐田中‐阿部 4'09"87 組２着 全体４位

女子三段跳 中尾 10ｍ62 ４位

女子円盤投 荒川 23ｍ32 ９位

男子300ｍH 松浦　40”01 組５着

スプリントトライアスロン 松浦　2731 ５８位

男子400ｍ予選 木村　52”23 組６着

男子3000ｍ障害予選 佐藤　10’58”59 組１２着

男子4×100ｍR 山下‐落合‐木村‐宮里　43.”87 組４着

男子棒高跳 塚本　4ｍ30 ５位入賞

男子棒高跳 猪原　4ｍ60 １位入賞　関東大会進出

男子棒高跳 池田　4ｍ50 ２位入賞　関東大会進出

女子棒高跳 阿部　3ｍ30 ２位入賞　関東大会進出

女子4×100ｍR 荒川‐阿部‐田中‐中尾　51”75 組３着

男子砲丸投 吹田　11ｍ91 １３位

女子400ｍH予選 田中　69”94 組４着

女子1500ｍ予選 中島　5’11”28 組１２着

女子走幅跳 中尾　5ｍ17 １２位　

女子砲丸投 荒川　7ｍ12 ２７位

女子円盤投 荒川　23ｍ40 １７位

男子三段跳 宮里　13ｍ39 ９位

男子三段跳 山下　12ｍ59 ２９位

女子4×400ｍR決勝 中尾・阿部・田中・町田　4’09”22 ８位入賞

女子三段跳 中尾　11ｍ21 ８位入賞

男子4×400ｍR予選 山下‐木村‐竹井‐落合　3’27”05 組２着

女子棒高跳 阿部　3ｍ40 優勝！

男子棒高跳 池田　4ｍ70 ２位入賞！

男子棒高跳 猪原　4ｍ30 １０位

バトントワーリング 神奈川県大会 9月30日 コンテスト 高校の部 バトン編成　フォトライフ賞受賞 関東大会進出

写真 高校写真連盟　第46回写真コンテスト 7月5日 特別賞１名、佳作３名

陸上競技

関東選抜新人大会 10月19日

県大会進出者のみ

8月31日・9月1日県新人大会横浜地区予選

全国高校選抜大会 8月30日・9月1日

県新人大会
9月14日・15日・21日・

22日


