
部活名 大会名 日程 備考

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

ソフトテニス・女子

４回戦

準決勝

１０チーム出場

関東大会県予選　（個人） 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

１１チーム出場

２回戦

３回戦

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

結果



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

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！

ソフトテニス部・女子

7月6日・7日・13日

横浜市ジュニア大会・個人 8月14日

横浜市ジュニア大会・団体 8月16日

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 6月8日・9日

国体県予選 6月16日

県選手権大会・個人

県高校総体 5月11日・5月12日

２回戦

３回戦

４回戦



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

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！

県新人大会地区予選・個人 9月22日

横浜地区学年別大会（2年生の部） 9月29日

ソフトテニス部・女子

県私学大会・個人 8月22日


