
種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

陸上競技 100m 宇野　大地 嘉納周吾朗 西田　昌平 野口　友希 山本　祐大 飯田　健人 椎野　稜也 長田　裕和

5/13～21 桐蔭学園 東海大相模 東海大相模 横須賀 法政二 相洋 市橘 平塚学園

三ツ沢公園陸上競技場 他 200m 嘉納周吾朗 宇野　大地 野口　友希 山本　祐大 阿部　一輝 三浦励央奈 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 田中俊太郎

東海大相模 桐蔭学園 横須賀 法政二 桐光学園 法政二 相洋 桐蔭学園

400m ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 村石　怜司 藤田　裕志 河村　優慶 石﨑　晴貴 鹿瀬島佑太 須田　竜一 坂本　大樹

相洋 横浜隼人 荏田 大和南 相模原総合 湘南台 法政二 市橘

800m　 松本　純弥 ｸﾚｲｱｰﾛﾝ竜波 石井　航大 江藤　優斗 鈴木　誠朗 田中　駿平 長谷川ﾀﾞｽﾃｨﾝｱｲﾊﾞﾝ 寺下　大貴

法政二 相洋 瀬谷 弥栄 大磯 小田原 横浜清風 新城

1500m 内田　隼太 斎藤　俊輔 菅井　栄希 石鍋　颯一 谷澤　竜弥 山本　　燎 清水　拓哉 江藤　優斗

法政二 秦野 逗子開成 鎌倉学園 市金沢 法政二 逗子開成 弥栄

5000m 鎌田　航生 内田　隼太 斎藤　俊輔 丹所　健 児玉　真輝 高橋　祐哉 鈴木　宗孝 清水　拓哉

法政二 法政二 秦野 湘南工大附 鎌倉学園 藤沢翔陵 氷取沢 逗子開成

110mH 川上明日麻 柴谷　　匠 雨宮　大樹 久保田　竜成 進藤　隼弥 金田　修一 大矢侑樹彦 谷口　寛樹

荏田 市橘 柏陽 相洋 相洋 東海大相模 三浦学苑 相洋

400mH 鹿瀬島佑太 関　汰玖真 進藤　隼弥 陰山　彩大 富樫　真生 右田　時大 伊藤　悠真 長谷部歩海

湘南台 海老名 相洋 逗子 東海大相模 市金沢 法政二 市金沢

3000mSC 根来　佑有 勝俣　航希 山内滉士郎 樋田　侑司 小坂　友我 奥園　翔太 横山　佑羽 南　慎太郎

三浦学苑 相洋 旭丘 弥栄 藤沢翔陵 法政二 三浦学苑 舞岡

5000mW 長谷川寿起 武藤　小鉄 布施　大貴 福島　優助 荒木　真広 川村　拓海 武藤　佳暉 小河　弘樹

横浜 大和 霧が丘 横浜 大磯 平塚江南 逗子開成 希望ケ丘

１位 ２位 ３位 ６位 ７位 ８位

4X100mR

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

4X400mR

１位 ２位 ３位 ６位 ７位 ８位

走高跳 渡辺　尚 吉崎　和希 原口　　凜 弓庭　幸一郎 富田　直行 佐々木　隆良 石原　一樹 和内　秀龍(荏田)

武相 旭丘 武相 市桜丘 荏田 市橘 横浜清風 井上　史隆(市橘)

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

棒高跳 名取　拓十 石渡　雄也 多田　雅治 髙野　健吾 林　　飛優 中野　隼斗 梶ヶ谷　一星 岡部　壱冴

荏田 法政二 法政二 市金沢 横浜清風 金井 市橘 横浜清風

走幅跳 石川　龍佑 秋山　裕樹 菊池隆之介 正岡　　惇 足立　太陽 高島基勇貴 湯尾　洋哉 鈴木　悠真

藤沢西 市橘 法政二 菅 法政二 慶應義塾 市金沢 立花学園

三段跳 泉谷　駿介 石川　龍佑 森下　頌世 島田　昂治 星野　祐輝 綿引　　翔 佐藤　克樹 久島　大和

武相 藤沢西 鵠沼 相模原清陵 浅野 市橘 市金沢 東海大相模

砲丸投 下山　翔平 黒川　朋希 山田　悠介 横山　凱也 杉山　正悟 相澤　拓海 松野　大地 鈴木　豪太

川和 市金沢 武相 逗葉 茅ケ崎西浜 市橘 横浜清風 向の岡工

円盤投 山本　一樹 福島　将太 名城　勇輝 杉山　正悟 深川　渓介 氏家龍太郎 尾上　将弥 脇谷　大輝

市橘 磯子 法政二 茅ケ崎西浜 横浜修悠館横須賀 元石川 東海大相模 瀬谷西

ハンマー投 内山　雄司 野瀬　友貴 横山　凱也 山田　悠介 相澤　拓海 鈴木　颯駿 煙山力輝斗 池場　俊一

逗子 逗子 逗葉 武相 市橘 逗子 東海大相模 瀬谷西

やり投 三村　　駿 尾澤　　豪 吉澤　　颯 江尻剛大郎 井桁　碧惟 丸山　拓斗 山本　一樹 大岡　修士

瀬谷西 相模原 山北 弥栄 菅 立花学園 市橘 霧が丘

８種競技 泉谷　駿介 原口　　凜 雨宮　大樹 米山蓮太郎 黒川　朋希 柳父　敢太 岡部　隆甫 平澤佑太郎

武相 武相 柏陽 希望ケ丘 市金沢 武相 希望ケ丘 市桜丘

ﾄﾗｯｸ総合

ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合

混成

男子総合

平成29年度　関東高等学校体育大会神奈川県予選会成績（男子）

４位

東海大相模 法政二 桐蔭学園 相洋 荏田 横須賀 桐光学園

相洋 法政二 荏田 東海大相模 希望ケ丘 市金沢 市橘 海老名

４位

法政二 相洋 東海大相模 荏田 桐蔭学園 横須賀 横浜清風 秦野

市橘 武相 法政二 逗子 市金沢 藤沢西

荏田

荏田 逗葉

武相 希望ケ丘 柏陽 市金沢 市桜丘

市金沢 逗子法政二 相洋 武相 東海大相模 市橘



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

水泳 50m自 川根　正大 佐藤　大生 須田　悠介 末永　亨馬 大西　　翼 森　　祐樹 河野龍之介 関山幸之介

6/23～25 法政二 慶應義塾 湘南工大附 麻生総合 法政二 日大高 湘南工大附 日大藤沢

横浜国際ﾌﾟｰﾙ 100m自 川根　正大 井元　秀哉 須田　悠介 武田　弥己 佐藤　大生 北島龍之介 大西　　翼 伊藤　瞭太

法政二 湘南工大附 湘南工大附 日大高 慶應義塾 湘南工大附 法政二 法政二

200m自 井元　秀哉 武田　弥己 伊藤　瞭太 山田　大翔 眞野　秀成 北島龍之介 島本　寛太 寺田　　仁

湘南工大附 日大高 法政二 武相 湘南工大附 湘南工大附 桐蔭中等 桐光学園

400m自 髙橋明日翔 山田　大翔 島本　寛太 寺島　俊結 尾上　佑太 小林　　陸 竹花　　丈 郡司　優冬

桐光学園 武相 桐蔭中等 逗子開成 桐蔭学園 旭丘 相洋 大磯

男-1500m自 小林　　陸 天野慎一郎 竹花　　丈 寺島　俊結 尾上　佑太 宮澤　　純 四ツ井　駿 小玉　風護

旭丘 荏田 相洋 逗子開成 桐蔭学園 七里ガ浜 日大高 三浦学苑

100m平 大﨑威久馬 深沢　大和 武藤　龍作 佐藤　翔馬 山尾　隼人 田中光太郎 伊藤　圭郷 松本　尚己

桐光学園 慶應義塾 日大藤沢 慶應義塾 桐光学園 武相 川崎北 神奈川総合産業

200m平 大﨑威久馬 伊藤　圭郷 深沢　大和 武藤　龍作 佐藤　翔馬 山尾　隼人 松本　尚己 加藤　優人

桐光学園 川崎北 慶應義塾 日大藤沢 慶應義塾 桐光学園 神奈川総合産業 桐蔭学園

100m背 高橋　海輝 松山　元哉 吉田　陽人 長野　　巧 秋元　龍大 宝田　昇大 竹鼻　幹太 横浜　海斗

慶應義塾 湘南工大附 日大藤沢 慶應義塾 法政二 日大高 法政二 湘南工大附

200m背 眞野　秀成 高橋　海輝 松山　元哉 鈴木遼一朗 秋元　龍大 木坂　　樹 横浜　海斗 竹鼻　幹太

湘南工大附 慶應義塾 湘南工大附 日大藤沢 法政二 日大高 湘南工大附 法政二

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 鈴木　海渡 石原諒太郎 一戸　子龍 濱尾　矩考 増田　士竜 加納　義士 山畑　克海 熱田航志朗

湘南工大附 桐光学園 日大藤沢 慶應義塾 日大高 日大藤沢 湘南工大附 法政二

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 本多　　灯 石原諒太郎 髙橋明日翔 清水　智弘 増田　士竜 川上　翔大 勝又　颯天 貝塚　将基

日大藤沢 桐光学園 桐光学園 日大高 日大高 法政二 湘南工大附 日大藤沢

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 初谷　智輝 五味　桂士 鈴木遼一朗 熱田航志朗 醍醐　凌真 近藤　渉太 山本太一郎 鈴木　孝輔

慶應義塾 桐蔭学園 日大藤沢 法政二 生田 湘南工大附 桐光学園 慶應義塾

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 本多　　灯 五味　桂士 醍醐　凌真 近藤　渉太 岡本　大翔 田中　翔大 関　　裕介 寺川　真生

日大藤沢 桐蔭学園 生田 湘南工大附 桐光学園 湘南工大附 向上 日大高

4×100mFR

4×200mFR

4×100mMR

総合順位

水球6/24

平塚総合体育館温水ﾌﾟｰﾙ

種　　　目 １位 ２位

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ5/13･14

市橘高校体育館他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ4/8～5/4

県内各高校体育館 他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ｿﾌﾄﾃﾆｽ

4/22～30

川崎等々力庭球場他 １位 ２位

今本・渡辺 長嶋・伊藤翔 澤田・工藤 矢野・石井 川崎・山田 星・戸塚 福嶋・坪井 益田・千種

横浜創英 横浜創英 横浜創英 相洋 東海大相模 横浜創英 横浜創英 東海大相模

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

体操 団体総合

5/4

県立体育センター 個人総合 片岡　秀斗 岡田　空知 山田千雅始 金子　航大 檜山　拓斗 富岡　浩輝 山本　昂平 木村　研斗

法政二 藤沢翔陵 法政二 慶應義塾Ａ 湘南工大附 鶴見 東海大相模 湘南工大附

新体操 団体総合

5/3･5

横須賀市北体育館他 個人総合 井門　　輝 高橋　晴貴 谷本龍之介 馬場　清凱 山口　夏史

光明相模原 光明相模原 光明相模原 光明相模原 光明相模原

法政二

５位３位

男子個人

男子団体
横浜創英 東海大相模 慶應義塾 市橘 西湘

法政二湘南工大附

３位 ５位

７位

厚木東 アレセイア 法政二 東海大相模

慶應義塾Ａ

桐光学園 厚木北

藤沢翔陵

厚木北

荏田 弥栄 市橘 横浜創学館 山北 桐蔭学園 三浦学苑

慶應義塾Ｂ日大高荏田東海大相模

東海大相模

湘南工大附 立花学園

５位

金井

光明相模原

湘南工大附 法政二 慶應義塾 日大高 桐光学園 日大藤沢 武相 逗子開成

桐光学園 湘南工大附 法政二 日大藤沢 慶應義塾 日大高 武相 逗子開成

日大高 武相 桐蔭学園

湘南工大附 慶應義塾 桐光学園 法政二 日大藤沢 日大高

慶應義塾 神奈川大附 海洋科学

武相 桐蔭学園

湘南工大附 慶應義塾 桐光学園 法政二 日大藤沢



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ4/15～29

秩父宮記念体育館 他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾗｸﾞﾋﾞｰ4/9～5/20

保土ヶ谷ラグビー場他

種　　　目 １位 ２位

ｻｯｶｰ4/8～5/7

各校グラウンド

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ4/9～5/3

県内各高校

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

相撲 団体

4/29

県立向の岡工業高校相撲場 軽量級 境　　飛咲 松本　　翔 萩原　佳明 岸田　力丸

神奈川工 向の岡工 神奈川工 神奈川工

軽中量級 國分　健太 佐藤　利正 髙橋　宏樹 高橋　義明

逗子開成 向の岡工 山手学院 逗子開成

中量級 日向　昂生 佐々木主税 石塚　涼介 三上　朋文

向の岡工 慶應義塾 向の岡工 逗子開成

軽重量級 中村　隼輔 高木　大貴 藤江　知樹 原澤　優大

慶應義塾 旭丘 向の岡工 向の岡工

重量級 林　　怜哉 小湊　海王 津田　鷹秀 野地　嵩良

旭丘 向の岡工 向の岡工 旭丘

無差別級 ﾀﾞﾗｲﾊﾞｰﾄﾙ ﾁｮﾙｼﾞﾙｽﾚﾝ 松村　将伍 島村　祥一 檜野　聖哉 石塚　礎男 津久井　均 出沼　大樹

旭丘 旭丘 向の岡工 向の岡工 向の岡工 向の岡工 向の岡工 向の岡工

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

卓球 団体

4/29～5/6

横須賀アリーナ 他 ｼﾝｸﾞﾙｽ 林　　亮宏 永安　紀一 内藤　純太 天野　宏哉 香取　利煕 佐藤　聖馬 小池　　皓 福澤　佑麻

慶應義塾 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 三浦学苑

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 天野・香取 小池・中陳 永安・内藤 窪田・　林 山本・望月 磯山・岡本 小久保・川瀬 斉藤・　辻

湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 慶應義塾 三浦学苑 桐蔭学園 慶應義塾 三浦学苑

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ5/3～6

県立伊勢原高校他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位

剣道 男子団体

5/6～14

小田原アリーナ 他 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

男子個人 山下　　元 伊藤　和樹 森山　竜成 南波　賢人 馬場　耀大 菊地　慶太 山田　雄志 久原　光翔

日大高 横浜 桐蔭学園 桐蔭学園 慶應義塾 横浜商大 弥栄 希望ケ丘

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

柔道

4/22･5/3

県立武道館 １位 ２位 ３位 ４位

男子個人 千野根有我 榎田　大人 松谷　竜馬 宮原　峻汰 山本　銀河 高山　康太 樋口　響介 谷口　瑠聖

桐蔭学園 東海大相模 東海大相模 東海大相模 東海大相模 桐蔭学園 桐蔭学園 慶應義塾

種　　　目 最優秀校

登山5/27～28

西丹沢 他

男子

７位

男子

男子

男子

桐蔭学園 東海大相模 関東六浦

市総合科学 法政二 鵠沼 立花学園 横浜 藤沢翔陵

厚木北

生田 サレジオ

５位

日大高 横浜修悠館横須賀

慶應義塾 星槎湘南三浦学苑 座間 東海大相模 桐蔭学園 日大藤沢

桐蔭中等 慶應義塾

５位

慶應義塾 湘南 法政二

３位 ５位

法政二 横浜創学館 横浜南陵 湘南工大附 川和 生田

向の岡工 旭丘 舞岡 神奈川工 慶應義塾 逗子開成

桐蔭学園 法政二 相原

横浜商大 横浜 希望ケ丘 弥栄 桐蔭学園

日大高 厚木

７位

向上 伊勢原 光明相模原 相洋

湘南工大附 慶應義塾 三浦学苑

日大高 大船

男子団体
桐蔭学園 東海大相模 相洋 横浜

慶應義塾

慶應義塾 日大高 武相 立花学園

５位

横浜修悠館横須賀男子

５位

７位



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

弓道 男子団体

5/3･4

県立武道館弓道場 男子個人 湯川　　適 平松　　優 篠田　　颯 塩川　将鷹 櫻井　康平 河村　紘壱 下川　裕輝 山下　遼馬

慶應藤沢Ｂ 厚木北Ｂ 向の岡工Ｂ 厚木北Ｂ 新栄Ｂ 山北Ｂ 追浜Ｂ 慶應義塾Ａ

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾃﾆｽ 団体

4/23～5/21

各公営・学校コート １位 ２位

ｼﾝｸﾞﾙｽ 伊藤　竹秋 徳　　航太 北岡　志之 松田　康希 佐野　有佑 守屋　達貴 西原　優輝 米田　圭佑

慶應義塾 法政二 法政二 湘南工大附 法政二 湘南工大附 湘南工大附 法政二

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 北岡・佐野 加藤・青木 高橋・畠山 松田・田中 守屋・米田 西原・古藤 伊藤・赤西 本郷・阿南

法政二 法政二 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 慶應義塾 慶應藤沢

種　　　目 １位 ２位

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ級 藤田　時輝 蟹澤　寿臣 菅井信太郎 橋本　有人

4/9～23 武相 武相 武相 慶應義塾

浅野高校 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 森　　且貴 髙橋　　陸 飯田　竜斗 亀田　健望

茅ケ崎北陵 武相 武相 武相

ﾌﾗｲ級 久野裕之助 田島　義基 渋谷　佑樹 米山　太葵

武相 浅野 上鶴間 浅野

ﾊﾞﾝﾀﾑ級 松本　圭佑 村山宗太郎 和田　暉元 大田　教祐

１ﾌﾞﾛｯｸ 市みなと総合 武相 市横浜総合 鶴見

ﾊﾞﾝﾀﾑ級 星野　拓己 鈴木　俊輔 吉見　武久 宮地　　綸

２ﾌﾞﾛｯｸ 浅野 武相 市横浜総合 慶應義塾

ﾗｲﾄ級 松木　健太 倉地　澄人 磯貝　夏斗 堀田　淳也

鎌倉学園 浅野 市ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 武相

ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 田中　　空 松村　和弥

武相 浅野

ｳｪﾙﾀｰ級 藤村　拓弥 竹ノ内尊行

武相 浅野

学校対抗

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾚｽﾘﾝｸﾞ 50㎏級 鈴木　舜人 牧之内竜太 日高　啓吾 小林　拓巳

4/15 磯子工 磯子工 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

県釜利谷高校 55㎏級 原田　真吾 権瓶　昇栄 定丸　　壱 青柳　　諒

釜利谷 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 磯子工

60㎏級 和久　巧凌 小田嶋大樹 吉田　颯太 福田　涼一
横浜修悠館横須賀 日大藤沢 横浜清陵 釜利谷

66㎏級 松井　滉季 山下カイル 加茂　拓人 黒澤　潮音

慶應義塾 横浜修悠館横須賀 横浜清陵 磯子工

74㎏級 ｿﾛﾓﾝ･ﾘｵﾝ･竜也 小渕　真暉 剣持　　誠 小川　暁斗

磯子工 横浜修悠館横須賀 横浜清陵 磯子工

84㎏級 奈須川良太 秋山　真人 植田　晃輔

磯子工 磯子工 向上

96㎏級 佐川　　健 木村　仁哉 叶　　　強 関　　遥人

磯子工 横浜修悠館横須賀 釜利谷 釜利谷

120㎏級 福沢　新一 ﾗｯｻﾎﾞﾝ･ｿｰｸｻｲ 髙野　恭平 吉岡　敬吾

磯子工 磯子工 磯子工 永谷

学校対抗

関東六浦

慶應義塾Ｂ 山北Ｂ 慶應湘南Ｂ 厚木北Ｂ 厚木Ｂ 湘南学院Ｂ 向の岡工Ｂ 慶應義塾Ａ

慶應藤沢 湘南工大附 東海大相模 法政二 横浜隼人 森村学園

３位

鎌倉学園浅野武相

３位 ５位

５位

慶應義塾

釜利谷横浜修悠館横須賀磯子工



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾎｯｹｰ4/29～5/7
慶應義塾日吉ﾎｯｹｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾖｯﾄ5/7 FJ級 八鍬・大久保 横川・佐藤 八木・秋田 森　・遠藤 新保・山下

葉山港ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ 逗子開成 慶應義塾 慶應義塾 逗子開成 関東学院

420級 沖本・大野 石川・梅迫 小田島・森 長井・勝永 石原・武藤 山下・新保

逗子開成 慶應義塾 逗子開成 関東学院 慶應義塾 関東学院

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 男子学校対抗

4/23･29

県立体育ｾﾝﾀｰ　他 男子個人 藤倉　　類 北村　透海 西村　隆佑 新井　謙信 長谷山泰紀 安齋　一豪 山本裕太郎 中島　　恒

法政二 法政二 慶應義塾 慶應義塾 慶應義塾 法政二 慶應義塾 慶應義塾

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 56㎏級 内田　悠太 芳賀　　領 熊本　光希

5/3 法政二 慶應義塾 慶應義塾

磯子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 62㎏級 酒井　智輝

日大藤沢

69㎏級 塩川　　怜 宮本　丈志 内山　芳穂

法政二 法政二 日大藤沢

77㎏級 稲垣　　涼 川辺　大成 不破　翔大

平塚湘風 慶應義塾 日大藤沢

85㎏級 菅原　遼平

法政二

94㎏級 岡　　裕智

法政二

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｽｷｰ アルペン 山田　大雅 坂本　嵐士 野口　光太 太田　瑛人 板倉　孝樹 成田　宇弘 杉本　啓典 髙橋　汰地

1/5～7 回転 慶應義塾 法政二 荏田 慶應藤沢 慶應藤沢 市幸 市横須賀総合 関東六浦

長野県木島平ｽｷｰ場 アルペン 山田　大雅 坂本　嵐士 野口　光太 杉本　啓典 板倉　孝樹 太田　瑛人 成田　宇弘 田中隆之介

大回転 慶應義塾 法政二 荏田 市横須賀総合 慶應藤沢 慶應藤沢 市幸 法政二

ノルディック 成田　宇弘

クラシカル 市幸

フリー 成田　宇弘

市幸

学校対抗

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｱｰﾁｪﾘｰ4/29 男子団体

富岡総合公園洋弓場

男子個人 本山　遼介 足立　拓海 名倉　旭哉 縄田　大樹 田中　嶺次 神田　大允 片岡　幹登 池田　稀柊

慶應義塾 市横須賀総合 慶應義塾 東海大相模 東海大相模 慶應義塾 市横須賀総合 横浜

慶應義塾 法政二

法政二 慶應義塾 慶應藤沢 湘南 松陽 横浜商大

慶應義塾 市横須賀総合 東海大相模

慶應義塾 慶應藤沢 法政二



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

自転車 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 清水　大樹 香山　飛龍 田中　大地 中西　　啓 野平　勇希 篠田　和輝

4/23～30 横浜 横浜 法政二 法政二 法政二 保土ケ谷

日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 大 　真慧 菅原　　甲 杉浦　裕都 添田　龍児 奥田　颯太 杉岡　巧真

横浜 法政二 保土ケ谷 横浜 横浜創学館 慶應義塾

ｽｸﾗｯﾁ 菅野　佑樹 福田　圭晃 宇佐美颯基 田中　大地 光林坊武実 江越海玖也

保土ケ谷 横浜 横浜創学館 法政二 横浜 横浜

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 中西　　啓 香山　飛龍 北村虎之介 小澤　　健 原　　崇泰 松井　夢源

法政二 横浜 二宮 法政二 慶應義塾 保土ケ谷

清水　大樹 篠田　和輝 野平　勇希 菅野　佑樹 中西　　啓 北村虎之介

横浜 保土ケ谷 法政二 保土ケ谷 法政二 二宮

4km速度競争 白石　　光 篠田　和輝 田中　大地 清水　知徳 佐々木康仁 相原晴一朗

横浜 保土ケ谷 法政二 法政二 慶應義塾 横浜

ｹｲﾘﾝ 清水　大樹 光林坊武実 菅原　　甲 杉岡　巧真 渋江　翔太 清水　知徳

横浜 横浜 法政二 慶應義塾 横浜創学館 法政二

個人ﾛｰﾄﾞ 山内　慶悟 篠田　和輝 北村虎之介 松井　夢源 江越海玖也 中西　　啓

法政二 保土ケ谷 二宮 保土ケ谷 横浜 法政二

4kmﾁｰﾑﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

種　　　目 １位 ２位

空手道 男子

5/3～4 団体形

横須賀学院高校 男子 今西　鴻介 徳田　雅也 嶋田　幹大 松本　蓮生 星山　　薫 角田　晴哉 松本　拓己 石合　智貴

個人形 慶應義塾 横浜創学館 慶應義塾 法政二 横浜創学館 光明相模原 相洋 慶應義塾

男子

団体組手

男子 吉岡　夕雅 高橋　邦之 吉瀬　莉玖 星山　　薫 西村　典晃 水村　郷太 茅野　洸貴 海保　勝之

個人組手 横浜創学館 相洋 光明相模原 横浜創学館 横須賀学院 法政二 横浜立野 横浜立野

種　　　目 １位 ２位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｱﾒﾘｶﾝﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ4/2～5/7

県横浜栄　他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾗｲﾌﾙ射撃 男子

4/29～30 ＡＲ団体

伊勢原射撃場 男子 松本　大典 野中　　陣 篠﨑　佑太 安曇未来史 ﾏﾃｨｳｽ　剣

ＡＲ個人 海老名 海老名 伊勢原 日大高 湘南学院

男子

ＢＲ団体

男子 松本　大典 佐藤　宝太 内山　嶺典 野中　　陣 近藤　武蔵 森井　涼太 野口　峻平 村松　　叡

ＢＲ個人 海老名 海老名 海老名 海老名 磯子工 日大高 日大高 日大高

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

少林寺拳法 団体演武

5/3

藤沢翔陵高校格技場 単独演武 林　　昇吾 金子　佑哉 金井　喜一 平澤　　怜 木村　陸斗 保苅　　忍 目黒　佳衣 大坪　士晏

有馬 湘南 海老名 桐蔭学園 座間 有馬 横浜修悠館横須賀 西湘

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

組演武 鈴木・比留間 益子拳・益子将 一之瀬・佐々木 三島・花森 中村・中澤 杉山・河野 山根・永嶋 土田・深川

海老名 有馬 有馬 横浜修悠館横須賀 聖光学院 有馬 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｶﾇｰ C-1 山中　悠平 福島　寛都 渡辺晃太郎 佐藤　蔵人 井上　宏樹 宮木　　周 北野凜太朗 新岡瑠唯斗

5/7 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

宮ヶ瀬湖カヌー場他 C-2 井上・宮島 山中・渡辺 宮木・佐藤 福島・新岡
横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

K－1 本間　太海 小西　元哉 滝口　貴一 八木　　慧 武若　理人 後藤　昌太 上原　義迪 小崎　　蓮
横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

K－2 本間・小西 滝口・武若 上原・須江 八木・小崎 安里・藤永
横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀 横浜修悠館横須賀

３位

慶應義塾 鎌倉 横浜栄 法政二

横浜創学館 光明相模原 法政二 磯子 横浜立野 山手学院 逗子開成 横須賀学院

学校対抗

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

３位 ５位

横浜創学館 慶應義塾 法政二 横浜立野 横須賀工 相模原 相洋 磯子

有馬 桐蔭学園 海老名
横浜修悠館
横須賀Ａ

聖光学院
横浜修悠館
横須賀Ｂ

慶應義塾 旭海老名 日大高 磯子工 伊勢原 中央農 深沢

保土ケ谷

７位

横浜創学館保土ケ谷家応義塾法政二横浜

横浜

法政二横浜

法政二 慶應義塾 横浜創学館 二宮

二宮横浜創学館慶應義塾保土ケ谷



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

陸上競技 100m 前川　梨花 清水　美沙 三村香菜実 小桧山絢菜 蛭田　奏絵 高橋みず紀 前田　柚奈 宮崎　　蒼

5/13～21 市橘 厚木北 東海大相模 菅 霧が丘 相洋 荏田 麻溝台
三ツ沢公園陸上競技場 他 200m 前川　梨花 髙島菜都美 蛭田　奏絵 宮崎　　蒼 清水　美沙 三村香菜実 小桧山絢菜 竹内　花梨

市橘 相洋 霧が丘 麻溝台 厚木北 東海大相模 菅 相洋

400m 蛭田　奏絵 髙島菜都美 内藤　学佳 奥原ももこ 髙島　咲季 堀　　菜月 上里　唯奈 青﨑　未侑

霧が丘 相洋 川和 弥栄 相洋 光陵 城山 藤沢西

800m　 茅野　珠里 福山　瑶子 長谷川菜摘 　武藤　桃花 菊地　春香 下里　芽依 西村　　明 堀　　菜月

荏田 法政二 白鵬女子 桐蔭学園 市金沢 白鵬女子 横須賀 光陵

1500m ﾘﾝｽﾞｨｰﾍﾚﾅ芽衣 吉村　玲美 茅野　珠里 大谷菜南子 今井　千尋 福嶋　摩耶 下妻真帆呂 信櫻　　空

市金沢 白鵬女子 荏田 荏田 三浦学苑 荏田 市橘 市橘

3000m 吉村　玲美 ﾘﾝｽﾞｨｰﾍﾚﾅ芽衣 廣田　彩香 大谷菜南子 関口はるか 福嶋　紗楽 中沢りんご 西山未奈美

白鵬女子 市金沢 荏田 荏田 市橘 荏田 三浦学苑 白鵬女子

100mH 竹内　花梨 佐藤　　葵 野口　幸奈 北原　千愛 小川ひかり 内田菜々子 小笠原ゆう 進藤　愛子

相洋 法政二 市橘 立花学園 相洋 荏田 東海大相模 法政二

400mH 徳原　京香 葛西　藍梨 野口　幸奈 本田　美沙 吉田　知生 合田　陽菜 小野田希史 金島　彩香

川和 市金沢 市橘 市橘 霧が丘 相洋 法政二 茅ケ崎北陵

5000mW 田牧明花音 栗本　真実 森川　夏帆 中　　梨緒 中村みのり 多胡絵理香 山本　真由 鈴木ひかり

逗子 逗子 霧が丘 横浜翠嵐 三浦学苑 藤沢西 中大附属横浜 中大附属横浜

4X100mR

4X400mR

１位 ２位 ３位 ６位 ７位 ８位

走高跳 北原　千愛 小坂　夏月 中村　紗華 山田　実来 波紫菜弥香 馬杉　芽依 渡部　夏音 宇士澤泰子

立花学園 希望ケ丘 伊志田 桐光学園 平塚湘風 湘南 弥栄 元石川

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ８位

棒高跳 三窪由美香 遠田　光李 三浦　茉旺 細田　　舞 松尾　香澄 菅生　怜那 月足　真緒 向井　瑠子

金井 市橘 横浜清風 市橘 市橘 市横須賀総合 横浜清風 法政二

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

走幅跳 藤山　有希 小清水瑠巳 佐々木梨乃 西澤　海来 髙澤　ゆう 佐藤　初美 本田　華菜 岡部　千花

東海大相模 鶴嶺 横浜清風 氷取沢 伊志田 大船 藤沢西 弥栄

三段跳 中村　紗華 小清水瑠巳 多田　紗織 西澤　海来 本田　華菜 若林　瑠愛 松木　菜緒 芳賀　有紗

伊志田 鶴嶺 相模原中等 氷取沢 藤沢西 横浜清陵 逗子 荏田

砲丸投 大迫　晴香 菅原菜々子 中務　真衣 古屋みず希 浦田　光来 志村日菜子 坂本　真優 花岡　紗葵

平塚学園 霧が丘 平塚学園 東海大相模 平塚学園 横浜隼人 弥栄 瀬谷西

円盤投 大迫　晴香 浦田　光来 中務　真衣 菅原菜々子 花岡　紗葵 古屋みず希 藤田真実子 内山姫美代

平塚学園 平塚学園 平塚学園 霧が丘 瀬谷西 東海大相模 法政二 霧が丘

ハンマー投 岡本ありさ 風間　美月 牧野　莉花 中務　真衣 鶴見　真紀 ｴﾝﾌﾞﾘｰﾏｲﾔﾄﾚｽ 冨田　菜摘 上條　　楓

市橘 逗子 小田原城北工 平塚学園 横浜学園 神奈川総合産業 東海大相模 光陵

やり投 髙橋　清那 倉橋はるか 花岡　紗葵 芥川美沙希 原　　実里 博多屋梨紗 大迫　晴香 川﨑莉咲子

日大高 山北 瀬谷西 日大高 桐光学園 山手学院 平塚学園 日大高

７種競技 本多　美沙 葛西　藍梨 森　　香澄 高橋　美優 徐　　偉宜 秋本　真理 梶　結利加 中嶋玖瑠美

市橘 市金沢 東海大相模 横浜翠嵐 平塚江南 洗足学園 法政二 川和

ﾄﾗｯｸ総合

ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合

混成

女子総合

平成29年度　関東高等学校体育大会神奈川県予選会成績（女子）

市橘 相洋 荏田 菅 東海大相模 法政二 関東学院 藤沢西

相洋 市橘 伊志田 霧が丘 市金沢 藤沢西 川和 荏田

４位

６位

市橘 相洋 荏田 霧が丘 市金沢 白鵬女子 法政二 川和

平塚学園 市橘 伊志田 東海大相模 横浜清風 日大高 鶴嶺 霧が丘

白鵬女子

市橘 市金沢 東海大相模 横浜翠嵐 平塚江南 洗足学園 法政二 川和

市橘 相洋 荏田 平塚学園 霧が丘 東海大相模 市金沢



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

水泳 50m自 大内　紗雪 森本　優香 上村華菜恵 小林　　麗 石﨑　美結 横溝　万波 坂本　理奈 原　　瞳子

6/23～25 日大藤沢 相模女子大高 新城 日大高 湘南工大附 相模女子大高 湘南工大附 湘南工大附

横浜国際ﾌﾟｰﾙ 100m自 大内　紗雪 森本　優香 上村華菜恵 石﨑　美結 日口　　優 坂本　理奈 渡辺　佳菜 望月美優香

日大藤沢 相模女子大高 新城 湘南工大附 法政二 湘南工大附 慶應藤沢 日大藤沢

200m自 望月美優香 村上　夏帆 佐藤　美雨 喩　　蘭迪 舩木　雅菜 田中　莉子 五十嵐美緒 白鳥　帆夏

日大藤沢 法政二 法政二 法政二 相模女子大高 市南 日大藤沢 岸根

400m自 小堀　倭加 米光　美桜 巻山　果穂 五十嵐美緒 杉本　美波 村上　夏帆 正能　愛里 北島　菜々

湘南工大附 法政二 日大藤沢 日大藤沢 日大高 法政二 法政二 旭

800m自 小堀　倭加 早渕　瑞稀 米光　美桜 伊藤菜津季 北島　菜々 正能　愛里 杉本　美波 古屋　菜花

湘南工大附 法政二 法政二 日大藤沢 旭 法政二 日大高 日大高

100m平 平井　葉子 小林　　麗 吉田　杏子 外山　優香 井ノ口茉里 杉山　凜菜 丸山　果夏 渡辺　早紀

日大藤沢 日大高 日大藤沢 日大藤沢 白鵬女子 法政二 湘南工大附 桐蔭学園

200m平 平井　葉子 吉田　杏子 丸山　果夏 外山　優香 井上　真優 渡辺　早紀 山田　凪紗 杉山　凜菜

日大藤沢 日大藤沢 湘南工大附 日大藤沢 相模女子大高 桐蔭学園 白鵬女子 法政二

100m背 城戸　佑菜 松本　　萌 藤本　千世 川村　果歩 其田明日香 堀田奈々美 大井　春奈 日木　ソマ

日大藤沢 日大藤沢 法政二 相模女子大高 生田 海老名 厚木東 日大高

200m背 金指　柚香 其田明日香 藤本　千世 川村　果歩 松本　　萌 清水　紗良 大井　春奈 橋本　侑佳

向上 生田 法政二 相模女子大高 日大藤沢 湘南工大附 厚木東 三浦学苑

１位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 吉田　萌子 佐藤友梨子 髙坂彩由実 堀田奈々美 日口　　優 角田　桃香 石田恵理香 伊藤　百花

日大高 日大藤沢 日大藤沢 海老名 法政二 荏田 相模女子大高 日大藤沢

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 髙坂彩由実 佐藤友梨子 角田　桃香 前田　未夢 門脇　　杏 本廣　智佳 加塩　桃乃 小平　　杏

日大藤沢 日大藤沢 荏田 白鵬女子 日大藤沢 法政二 相模原 市金沢

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 佐々木杏奈 田中　瑞姫 城戸　佑菜 渡辺　佳菜 佐藤　美雨 山﨑　友萌 山田　優花 山田　彩可

日大藤沢 湘南工大附 日大藤沢 慶應藤沢 法政二 日大藤沢 日大高 白鵬女子

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 佐々木杏奈 金指　柚香 田中　瑞姫 山田　彩可 山田　優花 山﨑　友萌 関口　風香 緒方　香連

日大藤沢 向上 湘南工大附 白鵬女子 日大高 日大藤沢 湘南工大附 桐蔭学園

4×100mFR

4×200mFR

4×100mMR

総合順位

種　　　目 １位 ２位

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ5/13･14

市橘高校体育館他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ4/8～5/4

県内各高校体育館 他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ｿﾌﾄﾃﾆｽ 女子団体

4/22～30

川崎等々力庭球場他 １位 ２位

女子個人 安土・佐俣 神﨑・平本 髙宮・矢野 鈴木・村礒 桒野・山田 片倉・橋詰 杉田・久米 佐藤・吉澤

市橘 相洋 相洋 日大藤沢 小田原 日大藤沢 市橘 相洋

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

体操 団体総合

5/4

県立体育センター 個人総合 小川明日香 藤倉　光里 遠山亜理沙 杉岡　咲希 青木　飛鳥 中村　瑠那 手澤　　華 鈴木　漸々

白鵬女子Ａ 白鵬女子Ａ 日大高 白鵬女子Ａ 日大高 日大高 鎌倉女子大 鎌倉女子大

新体操 団体総合

5/3･5

横須賀市北体育館他 個人総合 森田　真由 大河原千鈴 栗原　海帆 檜山祐萌乃 古賀　愛彩 豊永　真優 阿部　未怜 早稲田春花

桐蔭学園 森村学園 緑ヶ丘女子 光明相模原 横浜立野 桐蔭学園 横浜隼人 神奈川総合

鶴嶺

３位 ５位

７位

厚木北 横浜隼人

アレセイア 元石川 旭 相模女子大高 座間

市橘伊勢原大和南 湘南台

日大藤沢 市橘 相洋 東海大相模 厚木東 小田原 秦野 大磯

５位

３位 ５位

三浦学苑

鵠沼 横浜清風 逗葉

白鵬女子Ａ 鎌倉女子大 日大高 白鵬女子Ｂ 平塚学園 東海大相模 荏田 湘南工大附

緑ヶ丘女子Ａ 森村学園Ａ 森村学園Ｂ 鎌倉女子大 光明相模原 神奈川学園 捜真女学校 湘南白百合

５位

日大藤沢 湘南工大附 相模女子大高 法政二 日大高 桐蔭学園 三浦学苑 慶應藤沢・旭

湘南工大附 日大藤沢 法政二 日大高 白鵬女子 桐蔭学園 三浦学苑 藤沢西

日大藤沢 湘南工大附 法政二 相模女子大高 白鵬女子 桐蔭学園 三浦学苑 荏田

日大藤沢 法政二 湘南工大附 相模女子大高 日大高 白鵬女子 桐蔭学園 向上



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ4/15～29

秩父宮記念体育館 他

種　　　目 １位 ２位

ｻｯｶｰ4/8～5/7

各校グラウンド

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ4/9～5/3

県内各高校

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

卓球 団体

4/29～5/6

横須賀アリーナ 他 ｼﾝｸﾞﾙｽ 笹尾明日香 松本紗陽花 杉本　　恵 小畑　美菜 松井　彩音 松井　桃華 工藤向日葵 青木　優佳

横浜隼人 日本女子大附 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 笹尾・杉本 光根・松井桃 小畑・藤田 松井彩・青木 遠藤・堀田 工藤・冨田 佐藤・勝村 越田・　林

横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 横浜隼人 市横浜商 横浜創英

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ5/3～6

県立伊勢原高校他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位

剣道 女子団体

5/6～14

小田原アリーナ 他 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

女子個人 井上　和泉 石崎　瑠々 木村　萌愛 柳川　彩美 橋爪　香純 蒲谷　朋世 金子茉里枝 齋藤　奈月

桐蔭学園 日大高 横浜商大 東海大相模 横浜隼人 秦野 荏田 東海大相模

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

柔道 女子団体

4/22･5/3

県立武道館 １位 ２位 ３位 ４位

-48㎏級 五十嵐莉子 常見　千紗 渡邉　愛子 柏葉　　響 深海　桃南 片野　香佳 金子　香佳 石井　優香

横須賀学院 桐蔭学園 横須賀学院 白鵬女子 三浦学苑 横須賀学院 三浦学苑 三浦学苑

-52㎏級 三浦　百香 寺嶋　沙耶 小宮山由里 長友　瑠奈 吉川　裕美 松阪　怜央 岩瀬　茉利 井上　実緒

三浦学苑 三浦学苑 三浦学苑 桐蔭学園 柏木学園 日大藤沢 横須賀学院 横須賀学院

-57㎏級 石岡　美樹 永田　実由 甲斐　彩子 込山　未菜 堀　奈津希 濵名　　凪 清水みなみ 入江田　麗

三浦学苑 桐蔭学園 三浦学苑 相洋 日大藤沢 横須賀学院 三浦学苑 三浦学苑

-63㎏級 渡邉　聖子 渡邉明日香 初鹿野佳奈 鈴野　杏優 中村　　耀 山田ひまわり 石澤　千咲 相良　朋子

横須賀学院 桐蔭学園 三浦学苑 横須賀学院 日大藤沢 横須賀学院 三浦学苑 湘南学院

-70㎏級 朝飛　七海 野澤　知莉 井上明日香 小宮山麻衣 竹川　穂香 藤森　夕樺 金子　真書 澁谷　知沙

桐蔭学園 桐蔭学園 横須賀学院 三浦学苑 光明相模原 横須賀学院 立花学園 湘南学院

-78㎏級 伊庭ゆうか 朝飛　真実 石崎　菜実

三浦学苑 桐蔭学園 白鵬女子

78㎏超級 小宮　奈々 佐藤　　陽 佐々木　碧 佐々木友香理 金井　紗菜

相洋 三浦学苑 白鵬女子 白鵬女子 立花学園

種　　　目 最優秀校

登山5/27～28

西丹沢 他

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

弓道 女子団体

5/3･4

県立武道館弓道場 女子個人 濱野　紗綺 坂下　栞菜 田中　南穂 花岡　優亜 柏木紗也香 西村　　悠 小野　　麗 清宮　那月

関東六浦Ｂ 湘南学院Ａ 厚木Ａ 市幸Ｂ 相洋Ｂ 七里ガ浜Ｂ 川崎北Ａ 市金沢Ｂ

女子

女子

女子

女子

５位

７位

鵠沼 市総合科学 法政二 立花学園 厚木東 湘南台 湘南 川和

川崎北 鶴嶺

星槎湘南 湘南学院 横浜翠陵 藤沢清流 伊勢原 大和 法政女子 相模女子大高

小田原 市高津 東海大相模

３位

荏田 横浜平沼 市高津 横浜創英 希望ケ丘 上溝南

光明相模原 大和 向上 茅ケ崎

５位

横浜隼人 相原 市横浜商 横浜創英 海老名

横浜清風 湘南学院

桐蔭学園 東海大相模 日大高 横浜商大 横浜創英 希望ケ丘

厚木商 座間総合

市橘 荏田

桐蔭学園 横須賀学院 三浦学苑 白鵬女子 相洋

５位

生田

湘南学院Ａ 川和Ａ 相洋Ｂ 大船Ｂ 鎌倉女子大Ｂ 川崎北Ａ 市幸Ｂ 湘南学院Ｂ

女子

５位

７位

５位



種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位

ﾃﾆｽ 団体

4/23～5/21

各公営・学校コート １位 ２位

ｼﾝｸﾞﾙｽ 毛塚　智瑛 小林ほの香 川岸　七菜 小出　涼音 大川　美佐 染谷　優衣 蔭山　美憂 佐藤　紗弥

湘南工大附 湘南工大附 法政二 光明相模原 法政二 湘南工大附 市横浜商 白鵬女子

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 川岸・大川 毛塚・砂川 小林・浅賀 坂口・田母神 石村・石川 五十嵐・佐藤 佐藤・野口 染谷・藤原

法政二 湘南工大附 湘南工大附 桐光学園 白鵬女子 東海相模 白鵬女子 湘南工大附

種　　　目 認定

ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ ﾋﾟﾝ級 小浦菜々美

4/9～23 市横浜総合

浅野高校 ﾌﾗｲ級 徳里実奈美

市横浜総合

ﾗｲﾄ級 前田　ルナ

市横浜総合

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾚｽﾘﾝｸﾞ4/15 女子の部 中田　春香 清野　優奈 丸田　紗加 吉成　乃亜

県釜利谷高校 釜利谷 横浜清陵 釜利谷 日大藤沢

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ 女子学校対抗

4/23･29

県立体育ｾﾝﾀｰ　他 女子個人 佐藤　有紗 黄田　佳倫 鈴木　　詩 市川万里子 遠島亜寿沙 鈴木　麻弥 樋口　　翠 吉江　知織

慶應藤沢 法政二 法政二 湘南 松陽 松陽 慶應藤沢 湘南

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 48㎏級 髙橋　里奈

5/3 日大藤沢

磯子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 53㎏級 北野　愛巳 高橋絵理奈

日大藤沢 法政二

58㎏級 八百幸和奏

法政二

63㎏級 永井　香帆

日大藤沢

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｽｷｰ アルペン 矢吹　沙梨 坂本　華音 堤　　愛理 佐藤　　唯 加藤七菜子 紙屋智菜美 家田　知咲 深栖　風花

1/5～7 回転 桐光学園 相模女子大高 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢 鵠沼

長野県木島平ｽｷｰ場 アルペン 矢吹　沙梨 坂本　華音 堤　　愛理 家田　知咲 佐藤　　唯 加藤七菜子 荻原　歩実 青木日向子

大回転 桐光学園 相模女子大高 慶應藤沢 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢

学校対抗

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｱｰﾁｪﾘｰ 女子団体

4/29

富岡総合公園洋弓場 女子個人 伊藤　萌夏 村田　茉優 島　さくら 中鉢　夏希 内田　翔子 小野　汐梨 渡辺　初音 木村　仁美

東海大相模 横浜緑ケ丘 東海大相模 東海大相模 東海大相模 横浜緑ケ丘 市横須賀総合 東海大相模

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

自転車 500mﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 石上　夢乃

4/23～30 横浜創学館

日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他 石上　夢乃

横浜創学館

５位

湘南工大附 法政二 白鵬女子 東海大相模 光明相模原 桐光学園 平塚学園 森村学園

３位 ５位

東海大相模 横浜緑ケ丘

松陽 慶應藤沢 法政二 湘南 横浜商大

2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

相模女子大高 慶應藤沢 桐光学園



種　　　目 １位 ２位

空手道 女子

5/3～4 団体形

横須賀学院高校 女子 石橋　咲織 熊澤　美穂 下田　真由 杉本　奈美 安部　諒香 平井　美月 織部　真生 稲垣　円花

個人形 横浜創学館 湘南学院 光明相模原 光明相模原 光明相模原 横浜創学館 横浜創学館 横浜創学館

女子

団体組手

女子 成宮　光咲 加藤　優花 酒井　玲奈 渡辺　真央 関根　美佑 杉本　奈美 飯田　真子 安藤　郁音

個人組手 光明相模原 横浜立野 横浜創学館 横浜創学館 磯子 光明相模原 横浜立野 相洋

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ﾗｲﾌﾙ射撃 女子

4/29～30 ＡＲ団体

伊勢原射撃場 女子 白岩　舞華 市瀬　陽菜 臼井　華蓮 鈴木ひなの 成瀬　朱里 屋仲　千穂 池田　真琴

ＡＲ個人 高木女子 高木女子 日大高 高木女子 高木女子 高木女子 海老名

女子

ＢＲ団体

女子 臼井　華蓮 山田　萌夏 白岩　舞華 杉本　　灯 神村　彩実 屋仲　千穂 若杉　麻菜 三浦　妃虹

ＢＲ個人 日大高 日大高 高木女子 海老名 日大高 高木女子 高木女子 高木女子

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

少林寺拳法 団体演武

5/3

藤沢翔陵高校格技場 単独演武 花原　里奈 孫　　桃佳 石川明日香 松元　瑞穂 塚田　百香 品川　歩純 岩渕　凪沙 金子　萌香

小田原 桐蔭学園 桐蔭学園 海老名 海老名 海老名 西湘 海老名

組演武 青木・齊藤 森本・波田野 藤本・小泉 小林・川口 小峰・大畑 江川・山口 江川・石原 稲木・井手

有馬 桐蔭学園 関東学院 関東学院 有馬 有馬 有馬 小田原

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｶﾇｰ5/7 WK-1 本宿　　澪 宍戸　美紀

宮ヶ瀬湖カヌー場他 大船 湘南白百合

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

なぎなた 団体

4/29

神奈川大附 個人 秋田　結衣 新井　寛乃 竹内　瑠那 三富　まい 鎰谷　彩香 猿山　綾花 小川　莉奈 君島　栞奈

神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 湘南学院 湘南学院

演技 小川・君島 竹内・三富 猿山・秋田 松本・新井 寺内・阿部 小松・下地

湘南学院 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附 神奈川大附

慶應藤沢横浜創学館 光明相模原 横須賀学院 横浜立野 相洋 磯子

横須賀学院

有馬 海老名

湘南学院

３位 ５位

横浜創学館 光明相模原 湘南学院 横浜立野 横須賀

高木女子

桐光学園

神奈川大附 湘南学院

山手学院

高木女子 日大高 中央農 旭


