
部活名 大会名 日程 備考

男子4×100R 中山-平野-蝦名-浅井　43"46 5位入賞

男子棒高跳 木村　4m70 優勝

男子棒高跳 末木　4m30 3位入賞

男子棒高跳 赤澤　3m80 6位入賞

男子走幅跳 横川　6ｍ54 8位入賞

女子やり投げ 谷津田　31m65 6位入賞

男子走高跳 龍﨑　1m93 優勝

男子走高跳 宮田　1m85 6位入賞

男子4×400R 平野-蝦名-長谷川-浅井　3'26"48 4位入賞

女子4×400R 岡本-佐藤-横溝-城戸　4'25"58 8位入賞

女子砲丸投 谷津田　10m61 優勝

国民体育大会 10月8日 男子棒高跳 木村　4m80 8位入賞

1回戦 横浜清風113-84横浜隼人

準決勝 横浜清風91-86法政第二高

決勝 横浜清風65-88桐光学園 県2位

初戦 横浜清風73-54市ヶ尾

2試合目 横浜清風101-64元石川

3試合目 横浜清風78-51座間

1回戦 横浜清風2-0法政国際

2回戦 横浜清風2-0金沢

3回戦 横浜清風2-0横浜栄

10月2日 4回戦 横浜清風0-2横浜隼人

1回戦 横浜清風(王・二村)2-0森村学園

2回戦 横浜清風(王・二村)0-2横浜桜陽

1回戦 横浜清風(正橋・伊勢居)2-0横浜商科大

2回戦 横浜清風(正橋・伊勢居)0-2桜丘

2回戦 横浜清風(戸村)1-2保土ケ谷

2回戦 横浜清風(志田)0-2舞岡

1回戦 横浜清風3-2霧が丘

2回戦 横浜清風0-3桜丘

2回戦 横浜清風(新井・五戸)2-0瀬谷

3回戦 横浜清風(新井・五戸)2-0横浜翠陵

準々決勝 横浜清風(新井・五戸)0-2松陽

順位決定戦 横浜清風(新井・五戸)2-0桜丘

順位決定戦 横浜清風(新井・五戸)0-2希望ヶ丘 横浜中地区6位、県大会出場決定

2回戦 横浜清風(宮崎・木村)0-2横浜隼人

2回戦 横浜清風(新井)2-0舞岡

3回戦 横浜清風(新井)0-2希望ヶ丘

2回戦 横浜清風(頼)2-0横浜隼人

3回戦 横浜清風(頼)0-2横浜富士見丘

2回戦 横浜清風3-0平沼

準々決勝 横浜清風2-3希望ヶ丘

順位決定戦1回戦 横浜清風3-0横浜翠陵

5.6位決定戦 横浜清風3-0光陵 横浜中地区5位、県大会出場決定

1回戦 横浜清風25-2日本女子大学附属

横浜清風0-9光明相模原

横浜清風2-1向上

横浜清風9-15捜真

横浜清風10-3捜真

横浜清風1-4向上 2位

軟式野球部 秋季関東大会　県予選 9月17日 リーグ戦　2回戦 連合(横浜清風・武相・県立商工)1-4聖光学院

結果

陸上競技部
横浜市選手権大会 10月2・8・9日

男子バスケットボール部 ウィンターカップ県予選会 9月4・17・18日

入賞者のみ

女子バスケットボール部 KBリーグ　U18　プレ大会 9月10・18・25日

バレーボール部（女子） 横浜市高校選手権大会
9月25日

バトミントン部（男子）

県新人大会(ダブルス) 9月11日

県新人大会(シングルス) 9月18日

県新人大会(団体) 9月24日

バドミントン部（女子）

県新人大会(ダブルス) 9月11日

県新人大会(シングルス) 9月18日

県新人大会学校対抗

9月24日

9月25日

ソフトボール部（女子） 県　私学　秋季大会
8月28日・

9月3・4・11日

決勝トーナメント

三つ巴のやり直し



部活名 大会名 日程 備考結果

2回戦 横浜清風(今仁)3-2聖光学院

ブロック決勝 横浜清風(今仁)0-3横浜

1回戦 横浜清風(高倉)3-1金井

2回戦 横浜清風(高倉)0-3希望ヶ丘

1回戦 横浜清風(小澤)3-0青学英和

2回戦 横浜清風(小澤)0-3港北

1回戦 横浜清風(飯田)3-1山手学院

2回戦 横浜清風(飯田)1-3武相

2回戦 横浜清風(篠田)0-3新栄

2回戦(1回戦シード) 横浜清風(齋藤)3-0元石川

ブロック決勝 横浜清風(齋藤)3-1岸根 県大会出場決定

1回戦 横浜清風(北畠)3-2横浜栄

2回戦 横浜清風(北畠)0-3山手学院

1戦目 横浜清風(坂爪・齋藤)3-1横浜翠嵐

2戦目 横浜清風(坂爪・齋藤)1-3Y高

1戦目 横浜清風(今仁・飯田)3-0港北

2戦目 横浜清風(今仁・飯田)0-3武相

1戦目 横浜清風(高倉・張)3-0横浜翠嵐

2戦目 横浜清風(高倉・張)0-3希望ヶ丘

1戦目 横浜清風(今仁)3-1藤嶺藤沢

決勝トーナメント1回戦 横浜清風(今仁)3-1藤嶺藤沢

決勝トーナメント準決勝 横浜清風(今仁)3-2横須賀学院

決勝トーナメント決勝 横浜清風(今仁)2-3座間総合 ブロック準優勝

1戦目 横浜清風(飯田)3-0秦野

2戦目 横浜清風(飯田)3-0光陵

決勝トーナメント1回戦 横浜清風(飯田)2-3藤嶺藤沢

1戦目 横浜清風(齋藤)3-2藤嶺藤沢

2戦目 横浜清風(齋藤)3-0厚木西

決勝トーナメント1回戦 横浜清風(齋藤)3-0関東学院六浦

決勝トーナメント準決勝 横浜清風(齋藤)1-3平塚湘風 ベスト4

1回戦 横浜清風(多田)3-1英理女子

決勝戦 横浜清風(多田)2-3金沢

代表決定戦 横浜清風(多田)3-2氷取沢 県大会出場

1回戦 横浜清風(岩本)3-0青学英和

決勝戦 横浜清風(岩本)3-0市立桜丘 県大会出場

1回戦 横浜清風(大塚)3-2市立桜丘

決勝戦 横浜清風(大塚)3-0神奈川学園 県大会出場

1回戦 横浜清風(花井)不戦勝

決勝戦 横浜清風(花井)0-3港北

代表決定戦 横浜清風(花井)1-3サイフロ

1戦目 横浜清風(岩本・大塚)3-0横浜

2戦目 横浜清風(岩本・大塚)3-0氷取沢 県大会出場

1戦目 横浜清風(佐瀬・多田)0-3神奈川学園

2戦目 横浜清風(佐瀬・多田)3-0桐蔭 県大会出場

1試合目 横浜清風(岩本)3-0鶴嶺

2試合目 横浜清風(岩本)0-3横須賀学院

1試合目 横浜清風(大塚)3-0横浜翠陵

2試合目 横浜清風(大塚)3-0西湘

3試合目 横浜清風(大塚)2-3秦野

1試合目 横浜清風(佐瀬)3-0北陵

2試合目 横浜清風(佐瀬)1-3平塚江南

1試合目 横浜清風(多田)3-0大船

2試合目 横浜清風(多田)1-3相原

1試合目 横浜清風(瀬高)3-0県川崎

2試合目 横浜清風(瀬高)0-3上溝南

1試合目 横浜清風(黒澤)3-1鵠沼

2試合目 横浜清風(黒澤)0-3中大横浜

1回戦 横浜清風Aチーム4-1城郷

2回戦 横浜清風Aチーム1-8浅野B

アイススケート部 関東選手権大会 9/23～9/25 ジュニア女子 総合12位（SP14位　FS11位）

県ジュニアオープン(シングルス) 9月19日

卓球部（女子）

県新人大会　横浜地区予選(シングルス) 9月17日

県新人大会　横浜地区予選(ダブルス) 9月17日

県ジュニアオープン(シングルス) 9月19日

卓球部（男子）

県新人大会　横浜地区予選(シングルス) 9月17日

県新人大会　横浜地区予選(ダブルス) 9月18日

剣道部（男子） 横浜地区大会（団体戦） 9月25日



部活名 大会名 日程 備考結果

1回戦 横浜清風(宮下・辻󠄀)4-2富士見丘

2回戦 横浜清風(宮下・辻󠄀)3-4県商工

1回戦 横浜清風(大谷・古川)4-3県商工

2回戦 横浜清風(大谷・古川)4-3戸塚

3回戦 横浜清風(大谷・古川)2-4横浜桜陽

1回戦 横浜清風(遠藤・松本)4-0二俣川

2回戦 横浜清風(遠藤・松本)1-4桜丘

1回戦 横浜清風(豊田・菱沼)4-1関東学院

2回戦 横浜清風(豊田・菱沼)0-4桐蔭中等

1回戦 横浜清風(大谷・古川)4-0元石川

2回戦 横浜清風(大谷・古川)1-4横浜栄

1回戦 横浜清風(齋藤・大窪)4-0市ヶ尾霧ヶ丘

2回戦 横浜清風(齋藤・大窪)2-4横浜栄

1回戦 横浜清風(遠藤・松本)4-3横浜栄

2回戦 横浜清風(遠藤・松本)1-4霧が丘

1回戦 横浜清風(村山・熊谷)4-1瀬谷

2回戦 横浜清風(村山・熊谷)1-4戸塚

2回戦 横浜清風(市川・内田)4-3富士見丘

3回戦 横浜清風(市川・内田)3-4戸塚

2回戦 横浜清風(福島・佐藤)4-1戸塚

3回戦 横浜清風(福島・佐藤)4-0金井

準決勝 横浜清風(福島・佐藤)4-0戸塚

決勝 横浜清風(福島・佐藤)1-4戸塚 準優勝、県大会出場決定

2回戦 横浜清風(福島・佐藤)4-0松陽

3回戦 横浜清風(福島・佐藤)4-2市ヶ尾

4回戦 横浜清風(福島・佐藤)4-2英理女子

準決勝 横浜清風(福島・佐藤)4-0横浜栄

決勝 横浜清風(福島・佐藤)1-4柏陽 準優勝

2回戦 横浜清風(村山・熊谷)4-2横浜氷取沢

3回戦 横浜清風(村山・熊谷)4-1横浜南陵

4回戦 横浜清風(村山・熊谷)4-3横浜商業

準決勝 横浜清風(村山・熊谷)4-3桐蔭学園

決勝 横浜清風(村山・熊谷)0-4戸塚 準優勝

1R 横浜清風(小林・津本)6-4柏陽

2R 横浜清風(小林・津本)1-6法政二

1R 横浜清風(大原・武富)6-2横浜栄

2R 横浜清風(大原・武富)0-6法政二

ソフトテニス部（男子）

県新人大会(個人) 9月23日

横浜地区学年別大会（2年生） 10月2日

横浜地区学年別大会（1年生） 10月9日

ソフトテニス部（女子）

県新人大会(個人) 9月23日

横浜地区学年別大会(2年生) 10月2日

横浜地区学年別大会(1年生) 10月8日

硬式テニス部（男子） 県新人大会・ダブルス(個人) 9月11日

硬式テニス部（女子） 県新人大会・ダブルス(個人) 9月11日


