
陸上競技(7/29～8/2) 100ｍ ４位 宇野　大地 桐蔭学園 ７位 前川　梨花 市橘
於：NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ山形 予選敗退 清水　美沙 厚木北

200m ５位 宇野　大地 桐蔭学園 準決勝敗退 宮崎　　蒼 麻溝台
６位 喜納周吾朗 東海大相模 〃 蛭田　奏絵 霧が丘

400m ２位 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 相洋 準決勝敗退 高島　咲季 相洋
準決勝敗退 村石　怜司 横浜隼人 〃 高島菜都美 相洋

800m ２位 ｸﾚｲｱｰﾛﾝ 竜波 相洋
予選敗退 松本　純弥 法政二

1500m 予選敗退 谷沢　竜弥 市金沢 14位 吉村　玲美 白鵬女子
予選敗退 ﾘﾝｽﾞｨｰﾍﾚﾅ芽衣 市金沢

〃 大谷菜南子 荏田
男-5000m 予選敗退 鎌田　航生 法政二 12位 吉村　玲美 白鵬女子
女-3000m 予選敗退 福嶋　紗楽 荏田

〃 大谷菜南子 荏田
男-110mH 準決勝敗退 川上明日麻 荏田
女-100mH
400mH 予選敗退 鹿瀬島佑太 湘南台 準決勝敗退 徳原　京香 川和

〃 野口　幸奈 市橘
予選敗退 合田　陽菜 相洋

４×100mR ３位 法政二 準決勝敗退 相洋
４×400mR ４位 相洋 ２位 相洋

準決勝敗退 法政二
3000m障害 予選敗退 山内滉士郎 旭丘
5000m競歩 予選敗退 武藤　小鉄 大和 決勝DQ 田牧明花音 逗子

予選敗退 中　　梨緒 横浜翠嵐
走高跳 ６位 渡辺　　尚 武相 ３位 中村　紗華 伊志田

NM 冨田　直行 荏田 NM 山田　実来 桐光学園
棒高跳 NM 名取　拓十 荏田
走幅跳 11位 秋山　裕樹 市橘
三段跳 ３位 泉谷　駿介 武相

予選敗退 石川　龍佑 藤沢西
円盤投 予選敗退 山本　一樹 市橘

〃 福島　将太 磯子
〃 深川　渓介 修悠館横須賀

やり投 予選敗退 三村　　駿 瀬谷西
男-八種競技 １位 泉谷　駿介 武相
女-七種競技 ２位 原口　　凜 武相

12位 雨宮　大樹 柏陽
13位 米山蓮太郎 希望ヶ丘

学校対抗 ２位 武相
５位 相洋

駅伝(12/24）
於:西京極総合運動公園陸上競技場

水泳(8/17～20) 50m自 １位 川根　正大 法政二 ５位 小林　　麗 日大高
於:ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ ４位 末永　亨馬 麻生総合 11位 森本　優香 相模女子大高

９位 須田　悠介 湘南工大 予選敗退 坂本　理奈 湘南工大
10位 大西　　翼 法政二 〃 上村華菜恵 新城
11位 佐藤　大生 慶應 〃 石崎　美結 湘南工大

予選敗退 関山幸之介 日大藤沢
〃 森　　祐樹 日大高

100m自 ５位 川根　正大 法政二 ９位 石崎　美結 湘南工大
７位 井元　秀哉 湘南工大 12位 森本　優香 相模女子大高
９位 須田　悠介 湘南工大 予選敗退 上村華菜恵 新城

〃 日口　　優 法政二
200m自 10位 井元　秀哉 湘南工大 予選敗退 望月美優香 日大藤沢

12位 山田　大翔 武相
16位 武田　弥己 日大高

予選敗退 真野　秀成 湘南工大
〃 伊藤　瞭太 法政二

13位 20位 白鵬女子
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水泳(8/17～20) 400m自 ６位 高橋明日翔 桐光学園
於:ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ 男-1500m自 予選敗退 竹花　　丈 相洋 予選敗退 早渕　瑞稀 法政二

女- 800m自 〃 北島　菜々 旭
100m背 ２位 高橋　海輝 慶應 12位 城戸　佑菜 日大藤沢

16位 松山　元哉 湘南工大
予選敗退 吉田　陽人 日大藤沢

〃 長野　　巧 慶應

200m背 ６位 真野　秀成 湘南工大 11位 其田明日香 生田
12位 鈴木遼一朗 日大藤沢 14位 金指　柚香 向上
14位 松山　元哉 湘南工大

予選敗退 木坂　　樹 日大高
〃 高橋　海輝 慶應
〃 秋元　龍大 法政二
〃 横浜　海斗 湘南工大

100m平 10位 深沢　大和 慶應 ９位 平井　葉子 日大藤沢
予選敗退 佐藤　翔馬 慶應 15位 吉田　杏子 日大藤沢

〃 山尾　隼人 桐光学園 予選敗退 井ノ口茉里 白鵬女子
〃 武藤　龍作 日大藤沢 〃 丸山　果夏 湘南工大

200m平 ８位 伊藤　圭郷 川崎北 ７位 平井　葉子 日大藤沢
11位 深沢　大和 慶應
15位 武藤　龍作 日大藤沢

予選敗退 山尾　隼人 桐光学園
〃 佐藤　翔馬 慶應

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 予選敗退 石原諒太郎 桐光学園 予選敗退 日口　　優 法政二
〃 鈴木　海渡 湘南工大

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ９位 本多　　灯 日大藤沢 予選敗退 佐藤友梨子 日大藤沢
14位 石原諒太郎 桐光学園 〃 高坂彩由実 日大藤沢
15位 高橋明日翔 桐光学園

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 初谷　智輝 慶應 15位 城戸　佑菜 日大藤沢
予選敗退 田中　瑞姫 湘南工大

〃 山崎　友萌 日大藤沢
〃 渡辺　佳菜 慶應藤沢

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ６位 初谷　智輝 慶應 予選敗退 山田　彩可 白鵬女子
予選敗退 本多　　灯 日大藤沢 〃 田中　瑞姫 湘南工大

〃 金指　柚香 向上
4×100mFR １位 湘南工大 予選敗退 桐蔭学園

４位 法政二 〃 日大高
予選敗退 武相 〃 相模女子大高

〃 桐光学園 〃 湘南工大
〃 慶應 〃 法政二
〃 日大藤沢 〃 日大藤沢
〃 日大高

4×200mFR ４位 湘南工大 予選敗退 桐蔭学園
予選敗退 法政二 〃 日大高

〃 日大高 〃 湘南工大
〃 武相 〃 法政二
〃 慶應 〃 日大藤沢
〃 桐光学園
〃 日大藤沢
８位 湘南工大 予選敗退 相模女子大高

予選敗退 日大高 〃 湘南工大
〃 武相 〃 法政二
〃 法政二
〃 慶應
〃 日大藤沢
〃 桐光学園

学校対抗 ３位 湘南工大
飛板飛込 予選敗退 西沢　明歩 上溝南
高飛込 予選敗退 西沢　明歩 上溝南

4×100mMR
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ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(7/29～8/1) 2回戦敗退 荏田 2回戦敗退 大和南
於：山形市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 他 予選敗退 弥栄 1回戦敗退 伊勢原
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(7/28～8/2） 3回戦敗退 桐光学園 2回戦敗退 アレセイア
於：県営あずま総合体育館　他 1回戦敗退 アレセイア １回戦敗退 座間
ｿﾌﾄﾃﾆｽ(7/23～29) 団体 1回戦敗退 横浜創英 準々決勝敗退 相洋
於：会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 個人 4回戦敗退 今本・渡辺 横浜創英 5回戦敗退 高宮・矢野 相洋

3回戦敗退 長嶋・伊藤 横浜創英 4回戦敗退 神﨑・平本 相洋
〃 矢野・石井 相洋 3回戦敗退 安土・佐俣 市橘
〃 中川・小杉 慶應 2回戦敗退 片倉・橋詰 日大藤沢

2回戦敗退 福嶋・坪井 横浜創英 〃 桒野・山田 小田原
1回戦敗退 益田・千種 東海大相模 〃 杉田・久米 市橘

〃 水野・山内 慶應 〃 森　・池田 日大藤沢
〃 小泉・青木 秦野 〃 鈴木・村礒 日大藤沢

体操(8/2～4) 団体総合 21位 藤沢翔陵 ２位 白鵬女子
於：酒田市国体記念体育館 個人総合 69位 富岡　浩輝 鶴見 15位 小川明日香 白鵬女子

87位 岡田　空知 藤沢翔陵 18位 杉岡　咲希 白鵬女子
117位 吉原　諒真 藤沢翔陵 18位 佐藤　愛美 白鵬女子
118位 山田千雅始 法政二 29位 藤倉　光里 白鵬女子
135位 小山田卓馬 藤沢翔陵 35位 青木　飛鳥 日大高
179位 小田　歩夢 藤沢翔陵

新体操(8/11～12) 団体総合 10位 光明相模原 13位 緑ヶ丘女子
於：山形市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 個人総合 19位 井門　　輝 光明相模原 ６位 森田　真由 桐蔭学園
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(7/30～8/3) 学校対抗 1回戦敗退 市川崎総合科学 2回戦敗退 市川崎総合科学
於：鶴岡市藤島体育館　他 ｼﾝｸﾞﾙｽ 1回戦敗退 鈴木　雄大 鵠沼 3回戦敗退 溝口なつめ 法政二

〃 安部　颯人 市川崎総合科学 〃 宮本　美優 市川崎総合科学

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 1回戦敗退 安部・香月 市川崎総合科学 2回戦敗退 宮本・鎌田 市川崎総合科学

〃 遠山・ﾛﾎﾏﾝ 市川崎総合科学 〃 溝口・武藤 法政二
ﾗｸﾞﾋﾞｰ(12/27～1/8)
於：近鉄花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場
ｻｯｶｰ(7/29～8/4) ２位 日大藤沢 ベスト4 星槎湘南
於：ﾕｱﾃｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ仙台　他 2回戦敗退 東海大相模
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ(8/5～10)
於：県営あずま総合体育館　他

相撲(8/4～6) 団体戦 2回戦敗退 向の岡工
於：大崎市鳴子ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 個人戦 2回戦敗退 ﾁｮｲｼﾞﾙｽﾚﾝ 旭丘

〃 松村　将伍 向の岡工
予選敗退 小湊　海王 向の岡工

卓球(7/29～8/2) 団体 3回戦敗退 慶應義塾 ５位 横浜隼人
於：郡山総合体育館 2回戦敗退 湘南工大 １回戦敗退 相原

ｼﾝｸﾞﾙｽ 4回戦敗退 林　　亮宏 慶應 5回戦敗退 杉本　　恵 横浜隼人
3回戦敗退 天野　宏哉 湘南工大 4回戦敗退 笹尾明日香 横浜隼人
2回戦敗退 磯山三四朗 桐蔭学園 〃 松井　彩音 横浜隼人

〃 永安　紀一 湘南工大 3回戦敗退 藤田　奈子 横浜隼人
〃 佐藤　聖馬 湘南工大 2回戦敗退 工藤向日葵 横浜隼人

1回戦敗退 内藤　純太 湘南工大
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 2回戦敗退 天野・香取 湘南工大 ２位 笹尾・杉本 横浜隼人

〃 林　・窪田 慶應 4回戦敗退 遠藤・堀田 横浜隼人
〃 磯山･岡本 桐蔭学園 3回戦敗退 松井(桃)･光根 横浜隼人

1回戦敗退 小畑・藤田 横浜隼人
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ(7/30～8/8)
於：白鷹町野球場　他
剣道(8/10～12) 団体 予選敗退 桐蔭学園 予選敗退 桐蔭学園
於：ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台 個人 準々決勝敗退 馬場　燿大 慶應 1回戦敗退 大埜　美夢 横浜商大

2回戦敗退 森山　竜成 桐蔭学園 〃 木村　萌愛 横浜商大

法政二

伊勢原

１位 2回戦敗退

3回戦敗退

３位

2回戦敗退 光明相模原

桐蔭学園

市高津
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柔道(8/8～12) 団体 １位 桐蔭学園 １位 桐蔭学園
於：郡山総合体育館 100kg超級 ３位 石川　智啓 東海大相模

100kg級 4回戦敗退 関根　聖隆 桐蔭学園
90kg級 １位 村尾三四郎 桐蔭学園
81kg級 ３位 賀持　喜道 桐蔭学園
73kg級 ３位 佐藤虎太郎 桐蔭学園
66kg級 1回戦敗退 湯本　祥真 桐蔭学園
60kg級 4回戦敗退 中山　雄介 桐蔭学園
78kg超級 2回戦敗退 佐藤　　陽 三浦学苑
78kg級 4回戦敗退 伊庭ゆうか 三浦学苑
70kg級 １位 朝飛　七海 桐蔭学園
63kg級 4回戦敗退 渡邉　聖子 横須賀学院
57kg級 2回戦敗退 石岡　美樹 三浦学苑
52kg級 ３位 三浦　百香 三浦学苑
48kg級 4回戦敗退 五十嵐莉子 横須賀学院

登山(7/30～8/3) 団体
於：蔵王山系・月山
弓道(8/1～4) 団体 1回戦敗退 慶應 2回戦敗退 横浜南陵
於：ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台 個人 1回戦敗退 山崎　佑輔 山北 ３位 花岡　優亜 市幸

〃 深掘　翔月 湘南学院 準々決勝敗退 川口なつみ 横浜南陵
ﾃﾆｽ(8/2～8) 団体 2回戦敗退 慶應 準々決勝敗退 湘南工大
於：会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 1回戦敗退 慶應藤沢 3回戦敗退 法政二

ｼﾝｸﾞﾙｽ 3回戦敗退 徳　　航太 法政二 準々決勝敗退 川岸　七菜 法政二
〃 伊藤　竹秋 慶應 4回戦敗退 毛塚　智瑛 湘南工大

1回戦敗退 田中　瑛大 湘南工大 3回戦敗退 小林ほの香 湘南工大
〃 松田　康希 湘南工大 2回戦敗退 小出　涼音 光明相模原
〃 米田　圭佑 法政二 〃 佐藤　紗弥 白鵬女子

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3回戦敗退 高橋・畠山 湘南工大 3回戦敗退 石村・石川 白鵬女子
1回戦敗退 北岡・佐野 法政二 2回戦敗退 五十嵐・佐藤 東海大相模

ﾎﾞｰﾄ（8/3～6) ４×＋ ４位 慶應 ３位 市横浜商
於：ｱｲｴｽ総合ﾎﾞｰﾄﾗﾝﾄﾞ ２× 準々決勝敗退 慶應 準々決勝敗退 市横浜商

１× 準決勝敗退 滝川　修宇 市横浜商 準々決勝敗退 山口はるか 津久井
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ(8/5～10) ﾋﾟﾝ級 ベスト４ 藤田　時輝 武相
於：あいづ総合体育館 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 2回戦敗退 森　　且貴 茅ヶ崎北陵

ﾌﾗｲ級 3回戦敗退 久野裕之助 武相
ﾊﾞﾝﾀﾑ級 ２位 松本　圭佑 市みなと総合
ﾗｲﾄ級 準々決勝敗退 松木　健太 鎌倉学園
ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 1回戦敗退 松村　和弥 浅野
ｳｪﾙﾀｰ級 2回戦敗退 藤村　拓弥 武相

ﾚｽﾘﾝｸﾞ(7/30～8/2) 学校対抗 1回戦敗退 磯子工
於：三友ｴﾝｼﾞﾆｱ体育文化ｾﾝﾀｰ 50kg級 2回戦敗退 平岡　大宙 慶應

55kg級 2回戦敗退 原田　真吾 釜利谷
60kg級 1回戦敗退 和久　巧凌 修悠館横須賀
66kg級 1回戦敗退 松井　滉季 慶應
74kg級 2回戦敗退 ｿﾛﾓﾝ ﾘｵﾝ竜也 磯子工
84kg級 ベスト４ 奈須川良太 磯子工
96kg級 2回戦敗退 木村　仁哉 修悠館横須賀
120kg級 2回戦敗退 福沢　新一 磯子工
52kg級 2回戦敗退 丸田　紗加 釜利谷
56kg級 2回戦敗退 清野　優奈 横浜清陵

ﾎｯｹｰ(7/29～8/2 )
於：川西町総合運動公園ﾎｯｹｰ競技場

ﾖｯﾄ(8/10～16) FJ級 ９位 逗子開成
於：和歌山セーリングセンター 19位 慶應

420級 ６位 慶應
９位 逗子開成
32位 関東学院

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ(8/1～4) 学校対抗 4回戦敗退 法政二 1回戦敗退 松陽
於：気仙沼市総合体育館 ﾌﾙｰﾚ ２位 藤倉　　類 法政二 予選敗退 佐藤　有紗 慶應藤沢

1回戦敗退 北村　透海 法政二 〃 黄田　佳倫 法政二
ｴﾍﾟ 1回戦敗退 中島　　恒 慶應 1回戦敗退 石川万里子 湘南
ｻｰﾌﾞﾙ 予選敗退 牧田　卓朗 法政二 2回戦敗退 土井下涼子 法政二

順位なし

慶應

23位 修悠館横須賀

2回戦敗退

生田



種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(8/4～6) 56kg級 31位 阿部　友亮 日大藤沢
於：福島明成高校第一体育館 49位 芳賀　　領 慶應

69kg級 24位 塩川　　怜 法政二
51位 宮本　丈志 法政二

77kg級 11位 稲垣　　涼 平塚湘風
47位 川辺　大成 慶應

85kg級 18位 菅原　遼平 法政二
94kg級 ３位 岡　　裕智 法政二
94kg級ｽﾅｯﾁ ２位 岡　　裕智 法政二

ｱｲｽﾎｯｹｰ(1/22～26) ベスト８ 慶應義塾
於:北海道 2回戦敗退 武相
ﾌｨｷﾞｭｱ(1/22～26) 個人 16位 齋藤　　翔 鶴見大附 ４位 青木　祐奈 横浜清風
於:山梨県 予選敗退 関口　佳乃 白鵬女子

〃 戸室梨々奈 神奈川工
〃 西尾　帆花 白鵬女子
〃 長谷川もも 新羽
〃 清水　愛望 白鵬女子
〃 須藤　美羽 市みなと総合
〃 廣田　彩乃 橘学苑
〃 福島　瑳音 市川崎
〃 守屋　　唯 日本女子大附

学校対抗 15位 鶴見大附 ５位 白鵬女子
17位 横浜清風
34位 橘学苑
44位 市みなと総合
63位 市川崎
71位 神奈川工
96位 日本女子大附
111位 新羽

ｽｷｰ(2/4～8) 回転 69位 杉本　啓典 市横須賀総合 53位 矢吹　沙梨 桐光学園
於:岐阜県・北海道 95位 髙橋　汰地 関東六浦 94位 坂本　華音 相模女子大高

100位 板倉　孝樹 慶應藤沢 102位 堤　　愛理 慶應藤沢
103位 太田　瑛人 慶應藤沢 108位 佐藤　　唯 相模女子大高
105位 成田　宇弘 市幸 114位 加藤七菜子 慶應藤沢
DNF 山田　大雅 慶應義塾 135位 紙屋智菜美 相模女子大高
〃 坂本　嵐士 法政二 DSQ 家田　知咲 慶應藤沢
〃 野口　光太 荏田

大回転 46位 山田　大雅 慶應義塾 65位 矢吹　沙梨 桐光学園
76位 坂本　嵐士 法政二 84位 坂本　華音 相模女子大高
110位 杉本　啓典 市横須賀総合 113位 堤　　愛理 慶應藤沢
116位 太田　瑛人 慶應藤沢 117位 家田　知咲 慶應藤沢
131位 成田　宇弘 市幸 118位 佐藤　　唯 相模女子大高
139位 田中隆之介 法政二
DNF 野口　光太 荏田
〃 板倉　孝樹 慶應藤沢

ｱｰﾁｪﾘｰ(8/10～12) 団体 1回戦敗退 慶応 予選敗退 東海相模
於：ひとめぼれｽﾀｼﾞｱﾑ宮城 個人 2回戦敗退 長島　康生 慶應 予選敗退 伊藤　萌夏 東海大相模

1回戦敗退 鈴鹿　光輝 東海大相模 〃 内田　翔子 東海大相模
〃 本山　遼介 慶應 〃 中鉢　夏希 東海大相模

予選敗退 神田　大允 慶應 〃 木村　仁美 東海大相模
予選敗退 西川　　聡 慶應 〃 村田　茉優 横浜緑ヶ丘

自転車(7/27～30) 1㎞ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 26位 清水　大樹 横浜
ﾄﾗｯｸ 4km速度競走 予選敗退 白石　　光 横浜
於：いわき平競輪場 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 18位 中西　　啓 法政二
ﾛｰﾄﾞ 予選敗退 香山　飛龍 横浜
於：浅川町周回特設ｺｰｽ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 予選敗退 大橋　真慧 横浜

ｽｸﾗｯﾁ 14位 福田　圭晃 横浜
予選敗退 菅野　佑樹 保土ヶ谷

〃 宇佐美颯基 横浜創学館
チーム・スプリント 予選敗退 法政二

〃 横浜
ｹｲﾘﾝ 予選敗退 渋江　翔太 横浜創学館

８位 宇佐美颯基 横浜創学館

空手道(7/29～31) 団体組手 ベスト8 横浜創学館 ベスト8 横浜創学館
於：猪苗代町総合体育館 個人組手 ベスト8 酒井　寛太 横浜創学館 4回戦敗退 松岡　萌未 光明相模原

1回戦敗退 吉岡　夕雅 横浜創学館 3回戦敗退 成宮　光咲 光明相模原
個人形 ベスト8 今西　鴻介 慶應 １位 石橋　咲織 横浜創学館

4回戦敗退 徳田　雅也 横浜創学館 2回戦敗退 吉川　来望 光明相模原

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ



種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子
少林寺拳法(8/5～7) 単独演武 準決勝敗退 金子　佑哉 湘南 予選敗退 石川明日香 桐蔭学園
於：塩釜ガス体育館 〃 林　　昇吾 有馬 〃 花原　里奈 小田原

組演武 予選敗退 鈴木・比留間 海老名 予選敗退 江川(希)･山口 有馬
〃 一之瀬・佐々木 有馬 〃 青木・斎藤 有馬

団体演武 予選敗退 有馬 12位 有馬
ｶﾇｰ(8/7～10) 500mＫ－１ 準決勝敗退 本間　太海 修悠館横須賀 準決勝敗退 本宿　　澪 大船
於：月山湖ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技場 500mＫ－２ 準決勝敗退 本間・小西 修悠館横須賀

500mＫ－４ 準決勝敗退 本間･小西･滝口･八木 修悠館横須賀
500mＣ－１ 準決勝敗退 山中　悠平 修悠館横須賀
500mＣ－２ 準決勝敗退 井上・宮島 修悠館横須賀
500mＣ－４ 予選敗退 渡辺･宮木･佐藤･福島 修悠館横須賀
200mＫ－１ 準決勝敗退 本間　太海 修悠館横須賀 準決勝敗退 本宿　　澪 大船
200mＫ－２ 準決勝敗退 本間・小西 修悠館横須賀
200mＫ－４ 準決勝敗退 本間･小西･滝口･八木 修悠館横須賀
200mＣ－１ ４位 山中　悠平 修悠館横須賀
200mＣ－２ 準決勝敗退 井上・宮島 修悠館横須賀
200mＣ－４ 予選敗退 渡辺･宮木･佐藤･福島 修悠館横須賀

なぎなた(8/10～12) 団体の部 予選敗退 神奈川大附
於：仙台市新田東総合運動場 個人の部 予選敗退 秋田　結衣 神奈川大附

宮城野体育館 予選敗退 新井　寛乃 神奈川大附
演技の部 2回戦敗退 猿山・秋田 神奈川大附

予選敗退 小川・君島 湘南学院


