
部活名 大会名 日程 備考

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

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

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

県高校総体
5月11日・12日・

18日・19日

横浜市民体育大会 4月13日・20日・21日

陸上競技

結果



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

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

県大会進出者のみ

6月14日・15日・16日

県選手権大会 6月22日・23日・30日

横浜地区高体連大会
※入賞者のみ

7月13日・14日

県新人大会横浜地区予選 8月31日・9月1日

陸上競技

県高校総体
5月11日・12日・

18日・19日

南関東大会



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

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

関東選抜新人大会 10月19日

陸上競技


