
種　　　目

陸上競技 １位

8/10～12 800m　 岩渕　充貴 4×100m

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 伊勢原(定)

陸上競技場 ３位 ４位 ４位

（男子） 1500m 田代　照 岩渕　充貴 走高跳 石川　玲奈

日々輝神奈川 伊勢原(定) 市横須賀総合(定)

４位 ７位 ５位 ８位

5000m 田代　照 鈴木　博友 走幅跳 大井　郁乃 ｴｸﾗﾘﾉ ｼﾞｭｱﾝ

日々輝神奈川 日々輝神奈川 日々輝横浜 神奈川総合産業(定)

４位 ６位 ８位

400mH 中村　龍翔 小菅　水暉 砲丸投 東　瑠佳

横浜明朋 三浦初声 科技高大和

７位

3000mSC 高林　悠聖

向陽台生蘭

4×100m

4×400m

６位 ８位

走幅跳 吉野　潤 山崎　晴人

厚木清南(定) 厚木清南(定)

２位 ５位

三段跳 吉野　潤 岸　　希

厚木清南(定) 追浜(定)

４位 ８位

砲丸投 溝口　郁也 浜田　大輝

秀英 神奈川工(定)

６位

円盤投 永谷　　亘

三浦初声

種　　　目

バレーボール １位 ２位 ２回戦敗退 １回戦敗退 １回戦敗退

8/1～5
平塚サン・ライフアリーナ

種　　　目

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ8/1～4

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園

総合運動場内体育館　他

種　　　目

ソフトテニス １位 １回戦敗退

8/9～10 団体 団体
千葉県サニーテニスコート

（男子） ３回戦敗退 ３回戦敗退

個人 奥田・谷口 河井・大木 竹内・木原 星野・新川 個人 遠近・齊藤 根本・東條 長島・安田 神長・河上
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 清心女子 市横浜総合 市横須賀総合(定) 市高津(定)

種　　　目

バドミントン ３位 ベスト８

8/17～19 団体
神奈川県小田原アリーナ

（男子） ベスト８ ベスト32

個人 田代　俊介 鈴木　拓貴 秦　鈴之介 佐藤　澪央

厚木清南(通) 市横浜総合 相模向陽館 秀英

バドミントン １位 ベスト16

8/17～19 団体
神奈川県小田原アリーナ

（女子） ベスト８ ベスト32

個人 藤原ひかり 櫻澤　杏菜 清水　美帆 井坂　咲穂 北村　　聖

星槎横浜 市橘(定) 日々輝横浜 相模向陽館 厚木清南(定)

２回戦敗退

予選敗退

ベスト64

ベスト64

中村・白井・小川原・森

神奈川

森・小菅・中村・池田

神奈川

５位

神奈川県

平成30年度　全国高等学校定時制通信制体育大会

市橘(定) 相模向陽館 市川崎(定) 市橘(定) 横浜翠嵐(定)

４位

準々決勝敗退

男子 女子

神奈川県Ａ 神奈川県Ｂ

神奈川県Ａ 神奈川県Ｂ

３位

近藤・ｴｸﾗﾘﾉ・沖山・寺田

神奈川

男子 女子

横浜明朋横浜修悠館横須賀

２回戦敗退

市戸塚(定)

３回戦敗退

女子男子

横浜明朋

神奈川県

女子男子



種　　　目

サッカー 準々決勝敗退 １回戦敗退

7/27～31 男子
静岡市清水総合運動場陸上競技場　他

種　　　目

卓球 １位 ２位 ２回戦敗退

8/7～9 団体 団体

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園

総合屋内球技場 １位 準々決勝敗退 ５回戦敗退 ４回戦敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 大和　俊介 小幡　光輝 水下　流星 渡辺　壮 ｼﾝｸﾞﾙｽ 今関　遥 細谷　　遥 西川　翔子 小山有希乃

クラーク横浜 向陽台生蘭 向陽台生蘭 市川崎総合科学(定) クラーク横浜 八洲学園横浜 清心女子 市橘(定)

種　　　目

剣道 １位 準決勝敗退

8/6 団体 団体

東京都日本武道館

４回戦敗退 ３回戦敗退 ３回戦敗退 ２回戦敗退

個人 田中　嘉人 若菜　紬 国沢　健史 小川　瑞貴 個人 坂本　純菜 内間　紅間 勝本　浩心 安田　美幸
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 横浜明朋 市横浜総合 横浜明朋 横浜明朋

種　　　目

柔道 １位 １位 ３位 １位 棄権

8/4～5 団体 65㎏級 本田　一真 75㎏級 岡本　隼孟 90㎏級 西ノ園周平 90㎏超級 村田　直也

東京都講道館 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

種　　　目

自転車 １位 ２位

8/19～20 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 勝間田英司 瀬川　林巨

静岡県日本競輪学校 神奈川総合産業(定) 星槎横浜

日本サイクルスポーツセンター １位 ２位 ４位

廣井　愛斗 古沢　拓也 田中　優輝

追浜(定) 神奈川総合産業(定) 神奈川総合産業(定)

１位 ２位 ５位 ６位

4km速度競争 勝間田英司 瀬川　林巨 勝又　寛太 岸　　希
神奈川総合産業(定) 星槎横浜 追浜(定) 追浜(定)

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

１位 ２位 ５位

トラック総合

１位 ２位

ロード個人 瀬川　林巨 勝間田英司

星槎横浜 神奈川総合産業(定)

ロードチーム

１位 ４位

ロード総合

１位 ２位

ロードトラック総合

種　　　目

軟式野球

8/15～18
東京都明治神宮球場　他

１回戦敗退２回戦敗退

予選敗退

準決勝敗退 ２回戦敗退

６位

神奈川Ａ

追浜(定)

古沢・勝間田・田中

神奈川総合産業(定)

廣井・勝又・岸

追浜(定) 神奈川工(定)

新垣・今成・佐藤

神奈川総合産業(定)

神奈川総合産業(定) 星槎横浜

１位 ３位

神奈川県

市横浜総合 市川崎(定)

クラーク横浜 向陽台生蘭

神奈川Ａ

追浜(定)

１位 ４位

古沢・勝間田・田中 廣井・勝又・岸

神奈川総合産業(定)

２回戦敗退

市橘(定)

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

追浜(定)

神奈川総合産業(定) 追浜(定)

男子 女子

神奈川Ｂ神奈川Ｂ

女子男子

向陽台生蘭


