
種　　　目

陸上競技 ８位 ６位

8/10～12 100m　 都丸　有吾 100m　 ｴｸﾗﾘﾉ　ｼﾞｭｱﾝ

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 市橘 神奈川総合産業

陸上競技場 １位 ８位

800m 岩渕　充貴 200m 川名　利菜

伊勢原 三浦初声

１位 １位 ３位

1500m 岩渕　充貴 3000m ｶﾝﾃﾞﾙ　ｽｳｪﾀ 志賀怜央奈

伊勢原 追浜 市川崎

６位

3000mSC 高林　悠聖 ４×100m

向陽台生蘭

２位

4×100m 走高跳 石川　玲奈

市横須賀総合

８位 ２位 ７位

走幅跳 吉野　潤 走幅跳 須藤　舞 桑田　奏

厚木清南(定) 向陽台生蘭 横浜修悠館

４位 ６位 ４位

三段跳 吉野　潤 岸　希 砲丸投 東　瑠佳

厚木清南(定) 追浜 科技高大和

６位

砲丸投 佐々木優馬

横浜修悠館

３位

円盤投 佐々木優馬

横浜修悠館

種　　　目

バレーボール ２回戦敗退 １回戦敗退

8/12～15
平塚サン・ライフアリーナ

種　　　目

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ7/28～8/1

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 ２位 ２回戦敗退

8/8～10 団体 団体
千葉県サニーテニスコート

２位 １回戦敗退 ４回戦敗退 ３回戦敗退

個人 奥田・髙畑 星野・新川 梶原・大古場 大道・畠山 個人 蓑牟田・土屋 藤生・石田 溝渕・藪田 根本・東條
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 市横浜総合 星槎厚木 厚木中央 市横浜総合

種　　　目

バドミントン 準決勝敗退 ２回戦敗退

8/15～18 団体

神奈川県小田原アリーナ

（男子） ４回戦敗退 ３回戦敗退 １回戦敗退

個人 及川　士温 佐藤　澪央 永井　慎吾 田代　俊介 細井朱里人

市川崎 秀英 市横浜総合 厚木清南(通) 相模向陽館

バドミントン ２位 準々決勝敗退

8/15～18 団体

神奈川県小田原アリーナ

（女子） 準決勝敗退 準々決勝敗退 ３回戦敗退

個人 藤原ひかり 清水　美帆 井坂　咲穂 爲谷　未結 北村　聖

星槎横浜 日々輝横浜 相模向陽館 市横浜総合 厚木清南(定)

令和元年度　全国高等学校定時制通信制体育大会

男子 女子

３位

近藤・ｴｸﾗﾘﾉ・沖山・桑田

神奈川

市橘 横浜翠嵐

６位

都丸・森・白井・岸

神奈川

男子 女子

準決勝敗退 ２回戦敗退

男子 女子

横浜修悠館横須賀 市橘 市川崎 相模向陽館

３回戦敗退 ３回戦敗退

秀英 市横浜総合

男子 女子

神奈川県 神奈川県

準決勝敗退 １回戦敗退

神奈川県Ａ 神奈川県Ｂ

２回戦敗退

神奈川県Ａ 神奈川県Ｂ

２回戦敗退



種　　　目

サッカー １回戦敗退 １回戦敗退

8/2～6 男子
清水市清水総合運動場陸上競技場　他

種　　　目

卓球 １位 ２位 準決勝敗退

8/6～8 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 ２位 準々決勝敗退

ｼﾝｸﾞﾙｽ 大和　俊介 水下　流星 大山　流清 ｼﾝｸﾞﾙｽ

クラーク横浜 向陽台生蘭 向陽台生蘭

種　　　目

剣道 １位 準々決勝敗退 準々決勝敗退 予選敗退

8/5 団体 団体

東京都日本武道館

２位 準決勝敗退 ４回戦敗退 ３回戦敗退 ２回戦敗退

個人 田中　嘉人 足立　亮 渡邊　能人 高橋　開陽 個人 内間　紅亜 坂本　琴音 坂本　純奈 野路　夏鈴
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 市横浜総合 神奈川総合産業 横浜明朋 科技高大和

種　　　目

柔道 ２位 １位 １位 １位 準決勝敗退

8/4 団体 65㎏級 中島　夢人 75㎏級 山口星維嵐 90㎏級 渡邉　寛人 90㎏超級 町田顕太郎

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 ３位

8/18～19 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 渡邉　飛彬

静岡県日本競輪学校 神奈川総合産業

日本サイクルスポーツセンター １位 ３位

渡邉　飛彬 沓掛　優士
神奈川総合産業 神奈川総合産業

４位 ６位

4km速度競争 田中　優輝 原田　樹希

神奈川総合産業 神奈川総合産業

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

２位

トラック総合

２位 ５位

ロード個人 渡邉　飛彬 田中　優輝

神奈川総合産業 神奈川総合産業

ロードチーム

１位

ロード総合

１位

ロードトラック総合

種　　　目

軟式野球

8/13～16

東京都明治神宮球場　他

クラーク横浜 相模向陽館

相模向陽館 秀英

男子 女子

男子 女子

向陽台生蘭

神奈川Ａ 神奈川Ｂ

１回戦敗退

神奈川県

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

２位 ３位

神奈川Ａ 神奈川Ｂ

田中・渡邉・原田・仲宗根 後村・沓掛・六郷

神奈川総合産業Ａ 神奈川総合産業Ｂ

神奈川総合産業

１位 ３位

田中・渡邉・沓掛 六郷・後村・原田

神奈川総合産業Ａ 神奈川総合産業Ｂ

神奈川総合産業

神奈川総合産業

準々決勝敗退

クラーク横浜


