
陸上競技(8/11～13) 100m 準決勝敗退 小松　優斗 市川崎総合科学定 １位 加藤　　茜 横浜修悠館
於：駒沢オリンピック公園陸上競技場 〃 森川　　類 湘南定 準決勝敗退 西岡　七穂 クラーク横浜

DNS 中村　龍翔 横浜明朋 予選敗退 竹澤果奈美 市戸塚定
200m 準決勝敗退 森川　　類 湘南定 １位 加藤　　茜 横浜修悠館

予選敗退 小川原一樹 日々輝横浜 準決勝敗退 寺田カエラ 川崎定
〃 寺田　　堅 川崎定 予選敗退 上田　麻衣 追浜定

400m 予選敗退 寺田　　堅 川崎定 予選敗退 寺田カエラ 川崎定
〃 池田　來磨 神奈川総合産業定 〃 大野　七海 日々輝横浜
DNS 下別府裕太 市横浜総合 〃 相良　美羽 平農初声分

800m ３位 中村　玲仁 横浜明朋 予選敗退 坂本　　葵 市川崎総合科学定
準決勝敗退 仲村　仁希 神奈川工定
予選敗退 山谷　　快 向陽台生蘭

1500m ２位 中村　玲仁 横浜明朋
５位 田代　　照 日々輝神奈川
10位 色川　　輝 日々輝神奈川

男-5000m ２位 佐野　大志 秀英 14位 長嶺多香来
女-3000m ６位 田代　　照 日々輝神奈川

11位 山谷　　祥 向陽台生蘭
男-400mH ７位 髙本　悠稀 横須賀定 予選敗退 西岡　七穂 クラーク横浜
女-100mH 準決勝敗退 土手口慎哉 日々輝横浜

DQ 中村　龍翔 横浜明朋
3000mSC ３位 佐野　大志 秀英

４位 色川　　輝 日々輝神奈川
５位 山谷　　祥 向陽台生蘭

走高跳 ４位 須藤　和哉 市橘定 ３位 助川　幸帆 市川崎総合科学定
９位 神山　征大 横浜明朋 予選敗退 坂本　　葵 市川崎総合科学定
NM 髙本　悠稀 横須賀定 〃 井上　　茜 科技高大和

走幅跳 ６位 伴　　和樹 横浜翠嵐定 ４位 須藤　　舞 向陽台生蘭
11位 中平晃太郎 厚木清南定 ７位 小川　菜摘 追浜定

予選敗退 下別府裕太 市横浜総合 予選敗退 助川　幸帆 市川崎総合科学定
三段跳 ２位 中平晃太郎 厚木清南定

３位 神山　征大 横浜明朋
９位 小林　恭斗 市川崎定

砲丸投 ４位 溝口　郁也 秀英 ３位 東　　瑠佳 科技高大和
予選敗退 佐々木優馬 横浜修悠館 予選敗退 竹内　あい 市橘定

〃 藤森　郁海 厚木中央 〃 鈴木　愛子 市横浜総合
円盤投 ２位 三島　祐斗 湘南定 ６位 竹内　あい 市橘定

予選敗退 溝口　郁也 秀英 ９位 上田　麻衣 追浜定
〃 永谷　　亘 平塚農定 予選敗退 鈴木　愛子 市横浜総合

4×100mR ５位 神奈川県 ４位 神奈川県
4×400mR ８位 神奈川県
ﾄﾗｯｸ総合 ２位 神奈川県 ３位 神奈川県
ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合 １位 神奈川県 １位 神奈川県
総合 ２位 神奈川県 ３位 神奈川県
男女総合 ２位 神奈川県 ２位 神奈川県

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(8/2～6) １位 修悠館横須賀 2回戦敗退 横浜明朋
於：ひらつかｻﾝ･ﾗｲﾌｱﾘｰﾅ他 ３位 市橘定 1回戦敗退 市高津定

2回戦敗退 秀英 予選敗退 市川崎定
１回戦敗退 横浜翠嵐定

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(7/31～8/3)
於：東京体育館
ｿﾌﾄﾃﾆｽ(8/7～9) 団体 ３位 神奈川県 2回戦敗退 神奈川県
於：白子ﾃﾆｽｺｰﾄ 個人 ２位 影山・　谷 修悠館横須賀 ５回戦敗退 小山・富田 市横浜総合

準決勝敗退 古賀・佐々木 修悠館横須賀 〃 岩渕・小野 市横須賀総合
３回戦敗退 中原・渡部 修悠館横須賀

〃 叶　・谷口 修悠館横須賀
〃 深水・真野 修悠館横須賀

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(8/16～19) 団体 １位 神奈川県Ａ ﾍﾞｽﾄ８ 神奈川県Ａ
於：小田原ｱﾘｰﾅ ベスト4 神奈川県Ｂ 2回戦敗退 神奈川県Ｂ

個人 ベスト4 松浦　大也 秀英 ﾍﾞｽﾄ４ 櫻澤　杏菜 市橘定
2回戦敗退 鈴木　拓貴 市横浜総合 3回戦敗退 霜島　優音 伊勢原定

〃 竹田　成貴 秀英 2回戦敗退 北川明香里 平農初声分
〃 宇野　朋希 相模向陽館 1回戦敗退 北村　　聖 厚木清南定
〃 田代　俊介 厚木清南通

ｻｯｶｰ(8/4～8) ２位 市横浜総合
於：清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他 2回戦敗退 神奈川総合産業定
卓球(8/1～3) 団体 １位 向陽台生蘭 1回戦敗退 横浜翠嵐定
於：駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場体育館 個人 4回戦敗退 加藤　　諒 市川崎総合科学定 3回戦敗退 古橋　佳純 向陽台生蘭

〃 小幡　光輝 市川崎総合科学定 2回戦敗退 志澤喜代美 平塚商定
2回戦敗退 青木　祐樹 クラーク横浜 〃 細谷　　遥 八洲学園

〃 大山　流清 向陽台生蘭 〃 小山有希乃 市橘定

ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾝﾊﾟｽ

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会

種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子

2回戦敗退 希望ヶ丘定ベスト4



種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子
剣道(8/1) 団体 １位 神奈川Ａ ３位 神奈川Ａ
於：日本武道館 ３位 神奈川Ｂ 予選敗退 神奈川Ｂ

個人 １位 田中　聖将 修悠館横須賀 ３位 坂本　純奈 横浜明朋
4回戦敗退 笹嶋　温大 修悠館横須賀 2回戦敗退 阿部菜々華 横浜明朋
3回戦敗退 日高　　南 修悠館横須賀 〃 安田　美幸 横浜明朋

〃 坂江　敏季 修悠館横須賀 1回戦敗退 渡井　　萌 日々輝神奈川
柔道(8/6) 団体 ２位 神奈川県
於：講道館 90㎏超級 ３位 亀井　克明 修悠館横須賀

90㎏級 １回戦敗退 中川　裕揮 修悠館横須賀
75㎏級 ３位 岡本　隼孟 修悠館横須賀
65㎏級 １位 小林　勇斗 修悠館横須賀

自転車(8/19～21) １位 堀内　永吉 神奈川総合産業定
ﾄﾗｯｸ ５位 古沢　拓也 神奈川総合産業定
於：日本競輪学校 ６位 廣井　愛斗 神奈川総合産業定
ﾛｰﾄﾞ 10位 北岡　真琴 磯子工定
於：日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11位 今渡幸之介 追浜定

12位 新垣　　稜 神奈川工定
15位 岩永　将己 平農初声分
18位 沼﨑　健太 神奈川総合産業定

1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ ２位 勝間田英司 神奈川総合産業定
６位 堀内　永吉 神奈川総合産業定
８位 古沢　拓也 神奈川総合産業定
10位 河合　竜志 神奈川総合産業定
11位 大竹　真夢 神奈川工定
18位 北岡　真琴 磯子工定
20位 今渡幸之介 追浜定
21位 瓜野　優二 平農初声分
24位 長谷川　蓮 平農初声分
26位 三上　竜哉 平農初声分
27位 勝又　寛太 追浜定
30位 岩永　将己 平農初声分
42位 沼﨑　健太 神奈川総合産業定
43位 岡﨑　　真 神奈川総合産業定
55位 出川　一馬 追浜定
DNF 廣井　愛斗 追浜定
DNS 中野　　城 磯子工定

4km速度競争 ２位 河合　竜志 神奈川総合産業定
３位 勝間田英司 神奈川総合産業定
４位 大竹　真夢 神奈川工定
５位 長谷川　蓮 平農初声分

予選敗退 岡﨑　　真 神奈川総合産業定
〃 出川　一馬 追浜定
〃 三上　竜哉 平農初声分

１位 神奈川総合産業定Ａ
５位 追浜定
６位 神奈川総合産業定Ｂ

ﾄﾗｯｸ総合 １位 神総産定
６位 追浜定
７位 平農初声分
10位 神奈川工定
15位 磯子工定
１位 河合　竜志 神奈川総合産業定
３位 勝間田英司 神奈川総合産業定
４位 堀内　永吉 神奈川総合産業定
７位 古沢　拓也 神奈川総合産業定
９位 大竹　真夢 神奈川工定
13位 今渡幸之介 追浜定
14位 瓜野　優二 平農初声分
19位 出川　一馬 追浜定
20位 勝又　寛太 追浜定
27位 新垣　　稜 神奈川工定
31位 廣井　愛斗 追浜定
32位 沼﨑　健太 神奈川総合産業定
33位 北岡　真琴 磯子工定
38位 岡﨑　　真 神奈川総合産業定
41位 三上　竜哉 平農初声分
46位 長谷川　蓮 平農初声分

3kmｲﾝﾃﾞｨ
ｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

ﾁｰﾑ
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ



種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子
自転車(8/19～21) １位 神奈川総合産業定Ａ
ﾄﾗｯｸ ３位 神奈川総合産業定Ｂ
於：日本競輪学校 ７位 追浜定
ﾛｰﾄﾞ ８位 神奈川工定
於：日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 11位 平農初声分

15位 磯子工定
ﾛｰﾄﾞ総合 １位 神奈川総合産業定

６位 追浜定
７位 神奈川工定
10位 平農初声分

ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ総合 １位 神奈川総合産業定
３位 追浜定
10位 平農初声分
11位 神奈川工定
14位 磯子工定

軟式野球(8/16～19)
於：神宮球場　他

ﾁｰﾑ
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

2回戦敗退 市川崎定


