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神奈川県高等学校体育連盟 平成 28 年度各種大会報告 

神奈川県高等学校体育連盟 

    理 事 長  坂本 紀典 

１ 第 54 回神奈川県高等学校総合体育大会総合開会式（平成 28 年 4月 23 日） 

  第 54回神奈川県高等学校総合体育大会兼平成 28年度全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

神奈川県予選会の総合開会式が４月 23日（土）に藤沢市善行の県立体育センター陸上競技場で開催

され、188校 2,982人が一同に会して健闘を誓い合った。 

開会式では、県高体連の小野文生会長があいさつ。昨年度のインターハイで準優勝した法政第二

高校ハンドボール部の加藤一誠主将（３年）と同じくインターハイ体操競技段違い平行棒の優勝者

で、４月の全日本選手権で５位に入った平塚学園体操部の河崎真理菜選手（２年）が「日々支えて

くださっている方々に感謝し、全力で尽くすことを誓います」と力強く宣誓した。                  

 
〈写真上：入場行進をする生徒たちと選手宣誓をする加藤一誠さんと河崎真理菜さん：神奈川新聞提供〉 

 総合開会式を締めくくったのは 13校による合同チアリーディング。「頑張れ、高校生」と総勢 271人が

元気いっぱいの掛け声と躍動感あふれる演技を約 10 分間にわたって披露し、4,000 人近い観客から大

きな拍手を受けた。 

 

２ 平成 28年度全国高等学校総合体育大会（夏季大会）「2016 情熱疾走 中国総体」 

   「美しく咲け 君の笑顔と努力の華」のスローガンのもと、平成 28年度全国高等学校総合体育

大会「2016 情熱疾走 中国総体」が平成 28 年７月 28 日（サッカーは 26 日）から８月 20 日ま

での期間、島根県・鳥取県・山口県・広島県・岡山県の中国５県と和歌山県（ヨット）で開催さ

れた。 

  総合開会式は皇太子殿下のご臨席を賜り、７月 28日、ジップアリーナ岡山で開催した。 

  競技種目別大会は、30 競技 34 種目を中国５県 31 市２町１村と和歌山県和歌山市で開催し、

35,747名の選手・監督コーチが参加して熱戦が繰り広げられ、競技会場には 505,828名（延べ数）

の観客が訪れた。大会では２個の高校新記録、35個の大会新記録が生まれた。   

  本県選手団は、1,000人（監督・役員 218人：選手 782人）が競技に参加した。 

個人競技では、陸上競技男子棒高跳で江島雅紀（県荏田）と女子 400ｍで青木りん（相洋）、水

泳競技で、男子 400m個人メドレーの竹内智哉（湘南工大附）と男子 400mリレーの湘南工大附（青

木宏祐、門脇翔、竹内智哉、井元）、女子 400m・800m自由形の２種目で小堀倭加（湘南工大附）、

体操女子段違い平行棒で畠田瞳（日大高）、テニスで野口莉央（湘南工大附）、少林寺拳法の男子

単独演武で田村大輔（県有馬）がそれぞれ素晴らしい活躍を見せ、見事に全国制覇を成し遂げた。 

個人競技での準優勝は、陸上競技女子走幅跳で古谷夢華（県山北）、女子 400m ハードルで小山

佳奈（市橘）、男子４×400ｍリレーで相洋（メルドラムアラン、飯嶋駿、増子雄太、中机陽彦）、

水泳では、男子 200m個人メドレーで竹内智哉（湘南工大附）、男子 200m平泳ぎで大崎威久馬（桐

光学園）、男子 400ｍリレーで慶應義塾（髙橋海輝、深沢大和、仲野航平、成田虎太郎）、女子 100m

自由形で佐野葉月（湘南工大附）、体操競技女子総合及び女子跳馬、女子跳馬で畠田瞳（日大高）、
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ボクシング男子フライ級で松本圭佑（みなと総合）、ヨットＦＪ級で慶應義塾（小木曽涼、佐藤

紘太、金子烈、安江輝浩）、空手道女子個人組手で出町さくら（光明相模原）がそれぞれ素晴ら

しい活躍をした。 

 

〈平成 28年度全国高校総体（夏季大会）総合開会式（激励会）での神奈川県選手団〉 

 

３ 平成 28年度全国高等学校定時制通信制体育大会（平成 28 年 8 月２日から 20日） 

   平成 28年度全国高等学校定時制通信制体育大会は８月２日から 20日まで、東京都、神奈川県、

静岡県の各種目会場で開催され、本県選手団は 371人（監督・役員 81人：選手 290人）が競技に

参加した。 

   団体では、県修悠館が男子ソフトテニス・男子バレーボールで優勝を飾るなど活躍が目立った。

また、自転車競技では、県神奈川総合産業が男子トラックとロードの部学校対抗で優勝した。 

   個人では、ソフトテニス男子個人（県横浜修悠館：影山拓貴、谷政彦）、自転車競技で県神奈川

総合産業が、男子 1kmタイムトライアル（鈴木薫）、男子４km速度競争（鈴木薫）、男子 3km ｲﾝﾃﾞ

ｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ（堀内永吉）、男子チームスプリント（鈴木薫、渡名喜凜、堀内永吉、勝間田英

司）、男子ロードの部（鈴木薫）、男子ロードの部チーム（鈴木薫、砺波光明、渡名喜凜）でそれ

ぞれ優勝するなど、健闘が目立った。 

 

４ 平成 28年度全国高等学校総合体育大会 冬季大会 

〈駅 伝〉 

  年の終わりに京都の都大路を高校生が駆け巡る風景が風物詩となっている「全国高等学校総合

体育大会 男子第 67回 女子第 28回全国高等学校駅伝競走大会」が、平成 28年 12月 25日に京

都西京極競技場発着コース（男子＝７区間 42.195km 女子＝５区間 21.0975km）で行われ、女

子の県荏田は１時間９分 33 秒で 11 位、男子の藤沢翔陵は２時間７分 10 秒で 16 位の成績であっ

た。全力を尽くして走り切った選手たちの健闘を讃えたい。 

〈ラグビー〉 

  平成 28 年度第 96 回全国高等学校ラグビーフットボール大会は、東大阪市近鉄花園ラグビー場

で開催され、本県の代表として桐蔭学園が出場した。 

  Ａシード校の桐蔭学園は、２回戦流通経済大学附属柏（千葉県）に勝利し、３回戦新潟工（新

潟県）に 42-０、準々決勝で常翔学園（大阪府）に 37-24 と順調に勝ち上がったが、準決勝で昨

年度の決勝で対戦した東海大仰星（大阪府）に惜しくも 21-29で敗れ３位となった。 

  毎年、高校ラグビーのトップレベルを維持し、全国大会で素晴らしい感動を与えてくれる桐蔭

学園ラグビー部のチームづくりにあらためて敬意を表したい。         

陸上競技(7/29～8/2) 200m ５位 平岡　誠大（菅） ４位 青木　りん（相洋）
於：シティライトスタジアム 400m ５位 中机　陽彦（相洋） １位 青木　りん（相洋）

800m ８位 薄田健太郎（希望ヶ丘）
女-100mH ７位 高橋　真布（相洋）
400mH ２位 小山　佳奈（市橘）

８位 徳原　京香（川和）
４×100mR ５位 荏田
４×400mR ２位 相洋 ３位 相洋

６位 市橘
棒高跳 １位 江島　雅紀（荏田）
走幅跳 ３位 小田　大雅（桐蔭） ２位 古谷　夢華（山北）

５位 真角　勇也（市橘）
三段跳 ３位 長塚　柊真（法政二）
男-八種競技 ４位 田中　廉人（市橘）
女-七種競技 ８位 原口　　凜（武相）
学校対抗 ４位 相洋

水泳(8/17～20) 50m自 ５位 名和　将大（桐光）
於:広島市総合屋内プール 14位 川根　正大（法政二）

16位 門脇　　翔（湘南工大）
100m自 ２位 佐野　葉月（湘南工大）

８位 浅野　理子（日大藤沢）
400m自 １位 小堀　倭加（湘南工大）

水泳(8/17～20) 男-1500m自 １位 小堀　倭加（湘南工大）
於:広島市総合屋内プール 女- 800m自

100m背 ３位 高橋　海輝（慶応） ８位 竹内　澪乃（湘南工大）
100m平 ８位 丸山　果夏（湘南工大）
200m平 ２位 大﨑威久馬（桐光）

４位 深沢　大和（慶応）
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 居相　良介（桐光）

６位 石原諒太郎（桐光）
７位 伊藤　一樹（桐光）

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 竹内　智哉（湘南工大） ４位 佐々木杏奈（日大藤沢）
３位 名和　将大（桐光）
５位 初谷　智輝（慶應）

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 竹内　智哉（湘南工大） ４位 佐々木杏奈（日大藤沢）
８位 初谷　智輝（慶應）

400mR １位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 日大藤沢

800mR ４位 湘南工大 ５位 湘南工大
７位 慶応
２位 慶応 ３位 日大藤沢
４位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 桐光

学校対抗 ４位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 桐光
６位 慶応

体操(8/3～5) 団体総合 ３位 日大
於：島根県立体育館 個人総合 ２位 畠田　　瞳（日大）

跳馬 ２位 畠田　　瞳（日大）
段違い平行棒 １位 畠田　　瞳（日大）
平均台 ２位 畠田　　瞳（日大）

新体操(8/10～11) 個人総合 ６位 森田　真由（桐蔭）
於：松江市総合体育館
卓球(7/31～8/5) 団体 ５位 横浜隼人
於：総社市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館 ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位 笹尾明日香（横浜隼人）
柔道(7/30～8/3) 100kg級 ３位 関根　聖隆（桐蔭）
於：島根県立浜山体育館 73kg級 ３位 古庄　涼哉（東海相模）

66kg級 ３位 石郷岡秀征（桐蔭）
52kg級 ３位 三浦　百香（三浦学苑）

弓道(8/3～6) 団体 ５位 山北 ４位 川崎市商
於：鳥取県立武道館
ﾃﾆｽ(8/2～8) ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 野口　莉央（湘南工大）
於：松江市庭球場　他
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ(7/28～8/3) ﾌﾗｲ級 ２位 松本　圭佑（みなと総合）
於：広島市中区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾊﾞﾝﾀﾑ級 ３位 渡来　美響（武相）
ﾖｯﾄ(8/12～16) FJ級 ２位 慶應
於：和歌山セーリングセンター

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(8/4～8) 94kg級 ７位 岡　　裕智（法政二）
於：笠岡総合体育会館
自転車 ﾄﾗｯｸ(7/29～8/2) 1㎞ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ ８位 清水　大樹（横浜）
於：吉倉自転車競技場
空手道(7/30～8/2) 団体組手 ３位 創学館
於：ながと総合体育館 個人組手 ２位 出町さくら（光明学園）
少林寺拳法(7/29～31) 単独演武 １位 田村　大輔（有馬）
於：武蔵武道館
ｶﾇｰ(8/8～12) 500mＫ－１ ６位 前原　喬至（修悠館）
於：中山湖特設ｶﾇｰ競技場 500mＫ－２ ３位 日髙・前原（修悠館）

平成28年度全国高等学校総合体育大会(８位以上入賞）
種　　　目 成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子

400mﾒﾄﾞﾚｰR
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ボクシング男子フライ級で松本圭佑（みなと総合）、ヨットＦＪ級で慶應義塾（小木曽涼、佐藤

紘太、金子烈、安江輝浩）、空手道女子個人組手で出町さくら（光明相模原）がそれぞれ素晴ら

しい活躍をした。 

 

〈平成 28年度全国高校総体（夏季大会）総合開会式（激励会）での神奈川県選手団〉 

 

３ 平成 28年度全国高等学校定時制通信制体育大会（平成 28 年 8 月２日から 20日） 

   平成 28年度全国高等学校定時制通信制体育大会は８月２日から 20日まで、東京都、神奈川県、

静岡県の各種目会場で開催され、本県選手団は 371人（監督・役員 81人：選手 290人）が競技に

参加した。 

   団体では、県修悠館が男子ソフトテニス・男子バレーボールで優勝を飾るなど活躍が目立った。

また、自転車競技では、県神奈川総合産業が男子トラックとロードの部学校対抗で優勝した。 

   個人では、ソフトテニス男子個人（県横浜修悠館：影山拓貴、谷政彦）、自転車競技で県神奈川

総合産業が、男子 1kmタイムトライアル（鈴木薫）、男子４km速度競争（鈴木薫）、男子 3km ｲﾝﾃﾞ

ｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ（堀内永吉）、男子チームスプリント（鈴木薫、渡名喜凜、堀内永吉、勝間田英

司）、男子ロードの部（鈴木薫）、男子ロードの部チーム（鈴木薫、砺波光明、渡名喜凜）でそれ

ぞれ優勝するなど、健闘が目立った。 

 

４ 平成 28年度全国高等学校総合体育大会 冬季大会 

〈駅 伝〉 

  年の終わりに京都の都大路を高校生が駆け巡る風景が風物詩となっている「全国高等学校総合

体育大会 男子第 67回 女子第 28回全国高等学校駅伝競走大会」が、平成 28年 12月 25日に京

都西京極競技場発着コース（男子＝７区間 42.195km 女子＝５区間 21.0975km）で行われ、女

子の県荏田は１時間９分 33 秒で 11 位、男子の藤沢翔陵は２時間７分 10 秒で 16 位の成績であっ

た。全力を尽くして走り切った選手たちの健闘を讃えたい。 

〈ラグビー〉 

  平成 28 年度第 96 回全国高等学校ラグビーフットボール大会は、東大阪市近鉄花園ラグビー場

で開催され、本県の代表として桐蔭学園が出場した。 

  Ａシード校の桐蔭学園は、２回戦流通経済大学附属柏（千葉県）に勝利し、３回戦新潟工（新

潟県）に 42-０、準々決勝で常翔学園（大阪府）に 37-24 と順調に勝ち上がったが、準決勝で昨

年度の決勝で対戦した東海大仰星（大阪府）に惜しくも 21-29で敗れ３位となった。 

  毎年、高校ラグビーのトップレベルを維持し、全国大会で素晴らしい感動を与えてくれる桐蔭

学園ラグビー部のチームづくりにあらためて敬意を表したい。         

陸上競技(7/29～8/2) 200m ５位 平岡　誠大（菅） ４位 青木　りん（相洋）
於：シティライトスタジアム 400m ５位 中机　陽彦（相洋） １位 青木　りん（相洋）

800m ８位 薄田健太郎（希望ヶ丘）
女-100mH ７位 高橋　真布（相洋）
400mH ２位 小山　佳奈（市橘）

８位 徳原　京香（川和）
４×100mR ５位 荏田
４×400mR ２位 相洋 ３位 相洋

６位 市橘
棒高跳 １位 江島　雅紀（荏田）
走幅跳 ３位 小田　大雅（桐蔭） ２位 古谷　夢華（山北）

５位 真角　勇也（市橘）
三段跳 ３位 長塚　柊真（法政二）
男-八種競技 ４位 田中　廉人（市橘）
女-七種競技 ８位 原口　　凜（武相）
学校対抗 ４位 相洋

水泳(8/17～20) 50m自 ５位 名和　将大（桐光）
於:広島市総合屋内プール 14位 川根　正大（法政二）

16位 門脇　　翔（湘南工大）
100m自 ２位 佐野　葉月（湘南工大）

８位 浅野　理子（日大藤沢）
400m自 １位 小堀　倭加（湘南工大）

水泳(8/17～20) 男-1500m自 １位 小堀　倭加（湘南工大）
於:広島市総合屋内プール 女- 800m自

100m背 ３位 高橋　海輝（慶応） ８位 竹内　澪乃（湘南工大）
100m平 ８位 丸山　果夏（湘南工大）
200m平 ２位 大﨑威久馬（桐光）

４位 深沢　大和（慶応）
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 居相　良介（桐光）

６位 石原諒太郎（桐光）
７位 伊藤　一樹（桐光）

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 竹内　智哉（湘南工大） ４位 佐々木杏奈（日大藤沢）
３位 名和　将大（桐光）
５位 初谷　智輝（慶應）

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 竹内　智哉（湘南工大） ４位 佐々木杏奈（日大藤沢）
８位 初谷　智輝（慶應）

400mR １位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 日大藤沢

800mR ４位 湘南工大 ５位 湘南工大
７位 慶応
２位 慶応 ３位 日大藤沢
４位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 桐光

学校対抗 ４位 湘南工大 ４位 湘南工大
５位 桐光
６位 慶応

体操(8/3～5) 団体総合 ３位 日大
於：島根県立体育館 個人総合 ２位 畠田　　瞳（日大）

跳馬 ２位 畠田　　瞳（日大）
段違い平行棒 １位 畠田　　瞳（日大）
平均台 ２位 畠田　　瞳（日大）

新体操(8/10～11) 個人総合 ６位 森田　真由（桐蔭）
於：松江市総合体育館
卓球(7/31～8/5) 団体 ５位 横浜隼人
於：総社市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館 ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位 笹尾明日香（横浜隼人）
柔道(7/30～8/3) 100kg級 ３位 関根　聖隆（桐蔭）
於：島根県立浜山体育館 73kg級 ３位 古庄　涼哉（東海相模）

66kg級 ３位 石郷岡秀征（桐蔭）
52kg級 ３位 三浦　百香（三浦学苑）

弓道(8/3～6) 団体 ５位 山北 ４位 川崎市商
於：鳥取県立武道館
ﾃﾆｽ(8/2～8) ｼﾝｸﾞﾙｽ １位 野口　莉央（湘南工大）
於：松江市庭球場　他
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ(7/28～8/3) ﾌﾗｲ級 ２位 松本　圭佑（みなと総合）
於：広島市中区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾊﾞﾝﾀﾑ級 ３位 渡来　美響（武相）
ﾖｯﾄ(8/12～16) FJ級 ２位 慶應
於：和歌山セーリングセンター

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(8/4～8) 94kg級 ７位 岡　　裕智（法政二）
於：笠岡総合体育会館
自転車 ﾄﾗｯｸ(7/29～8/2) 1㎞ﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ ８位 清水　大樹（横浜）
於：吉倉自転車競技場
空手道(7/30～8/2) 団体組手 ３位 創学館
於：ながと総合体育館 個人組手 ２位 出町さくら（光明学園）
少林寺拳法(7/29～31) 単独演武 １位 田村　大輔（有馬）
於：武蔵武道館
ｶﾇｰ(8/8～12) 500mＫ－１ ６位 前原　喬至（修悠館）
於：中山湖特設ｶﾇｰ競技場 500mＫ－２ ３位 日髙・前原（修悠館）

平成28年度全国高等学校総合体育大会(８位以上入賞）
種　　　目 成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子

400mﾒﾄﾞﾚｰR
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陸上競技(8/11～14) 100m ５位 福島　　悠（須賀総定）
於：駒沢オリンピック公園陸上競技場

400m ２位 片山　豪人（日々輝神）
800m ２位 片山　豪人（日々輝神）

５位 中村　玲仁（横浜明朋）
1500m ４位 中村　玲仁（横浜明朋）

８位 田代　　照（日々輝神）
男-5000m ２位 佐野　大志（秀英）
3000mSC ３位 佐野　大志（秀英）

６位 色川　　輝（日々輝神）
走高跳 ５位 髙本　悠稀（横須賀定） ５位 松藤　玲渚（科技大和）

６位 助川　幸帆（市川商定）
砲丸投 ８位 植村　未来（科技大和）
円盤投 ３位 秋葉　宥行（向岡工定）

５位 三島　祐斗（湘南定）
ﾄﾗｯｸ総合 ２位 神奈川県
ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合 ７位 神奈川県 ８位 神奈川県
総合 ４位 神奈川県
男女総合 ７位 神奈川県

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(8/3～7) １位 修悠館
於：ひらつかｻﾝ･ﾗｲﾌｱﾘｰﾅ他 ３位 市橘定
ｿﾌﾄﾃﾆｽ(8/7～9) 団体 １位 神奈川県
於：有明ﾃﾆｽの森公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 個人 １位 影山・谷（修悠館）
剣道(8/1) 団体 ２位 神奈川県Ａ
於：日本武道館 ３位 神奈川県Ｂ

個人 ３位 武井　　元（修悠館）
柔道(8/7) 団体 ２位 神奈川県
於：講道館 65㎏級 ３位 橋口　高明（修悠館）
自転車(8/7～8) １位 堀内　永吉（神総産定）
ﾄﾗｯｸ ３位 杉山　嵩憲（秀英）
於：日本競輪学校 ４位 勝間田英司（神総産定）
ﾛｰﾄﾞ ５位 野村　　光（追浜定）
於：日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ６位 大竹　真夢（神奈川工定）

７位 河合　竜治（神総産定）
1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ １位 鈴木　　薫（神総産定）

３位 杉山　嵩憲（秀英）
４位 野村　　光（追浜定）
５位 堀内　永吉（神総産定）
６位 渡名喜　凛（神総産定）
７位 勝間田英司（神総産定）

4km速度競争 １位 鈴木　　薫（神総産定）
４位 渡名喜　凛（神総産定）
６位 砺波　光明（神総産定）
８位 長谷川　蓮（平農初声）
１位 神総産定Ａ
２位 神総産定Ｂ
５位 平農初声

ﾄﾗｯｸ総合 １位 神総産定
４位 秀英
５位 追浜定
６位 平農初声
１位 鈴木　　薫（神総産定）
２位 野村　　光（追浜定）
３位 砺波　光明（神総産定）
５位 河合　竜志（神総産定）
１位 神総産定Ａ
３位 神総産定Ｂ
４位 神奈川工定
５位 追浜定

ﾛｰﾄﾞ総合 １位 神総産定
３位 神奈川工定
４位 追浜定
６位 平農初声

ﾄﾗｯｸ･ﾛｰﾄﾞ総合 １位 神総産定
３位 追浜定
４位 神奈川工定
５位 平農初声
７位 秀英

ﾁｰﾑ
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

平成28年度全国高等学校定時制通信制体育大会
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平成２８年度神奈川県スポーツ少年団競技別交流大会結果について 
 

関東ブロック競技別交流大会（神奈川県予選会） 

Ⅰ 神奈川県予選会 

１ 第２２回神奈川県スポーツ少年団バドミントン交流大会兼 

第３５回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会バドミントン競技会神奈川県会予選会 

・期 日 平成２８年６月１１日 （土） ・場 所  ひらつかサン･ライフアリーナ   

・参加数(23 団体 262 名) 

種 目 優  勝 準優勝 ３位 

６年男子単 
阿部 朔弥  

(汲沢)  

荒井 太一 

(三条クラーク Jr.) 

井上 拓実  

(横浜白山) 

小島 翔 

(串川育成会) 

５年男子単 
田中 一基 

 (若草ジュニア) 

竹生 浩基  

(有馬こども会) 

野口 智洋  

(有馬こども会) 

壷井 達矢 

 (横浜白山) 

４年男子単 
松川 健大 

(青葉ジュニア) 

三浦 大地 

 (青葉ジュニア) 

髙橋 和希 

 (綾瀬ジュニア) 

江口 幸輝 

 (大清水) 

３年以下 

男子単 

根本 舜生  

(横浜白山) 

田村諒介  

(Team RISE)  

島岡 直輝 

 (青葉ジュニア) 

田代 隼也 

(汲沢) 

６年女子単 
神﨑 美結 

 (Team RISE) 

橋詰 美優 

 (ＮＰ神奈川) 

荒瀬 翠栞 

(横浜白山) 

島岡 凜 

 (青葉ジュニア) 

５年女子単 
伊藤 結衣 

 (青葉ジュニア) 

清瀬 璃子 

 (ＮＰ神奈川 

星野 雅 

 (若草ジュニア) 

田村 今晴 

 (Team RISE) 

４年女子単 
岸田 南乃芭  

(若草ジュニア) 

上野 凛 

(青葉ジュニア) 

茶圓 彩花 

 (青葉ジュニア) 

北見 歩実 

 (横浜白山) 

３年以下 

女子単 

御後 なつみ 

(野の花ｸﾗﾌ ・゙ﾊｰﾄ) 

田中 珠聡  

(羽飛) 

田中 ひよ莉  

(トータスクラブ) 

大竹 優笑 

 (ひらつかｼﾞｭﾆｱ) 

 

２ 第４１回神奈川県スポーツ少年団軟式野球交流大会兼 

第３５回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会軟式野球競技会神奈川県会予選会 

・期 日 平成２８年６月４日（土）、５日（日）、１１日(土)、１８日(土) 

・場 所 横須賀市追浜公園野球場    ・参加チーム数   １７チーム 

 チーム名 

優  勝 高部屋少年野球部（伊勢原市代表） 

２  位 南生田ウイングス（川崎市代表） 

３  位 緑台少年野球教室（伊勢原市代表）,県央少年野球クラブ（厚木市代表） 

 

３ 第３５回神奈川県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会兼第３５回関東ブロックス

ポーツ少年団競技別交流大会ミニバスケットボール競技会神奈川県会予選会 

・期 日 平成２８年６月２５日(土)、２６日（日）、７月２日(土)、３日 (日)  

・場 所 茅ヶ崎市総合体育館、海老名市総合体育館、寒川総合体育館、秩父宮記念体育館 

 男 子(参加数 ３７チーム) 女 子(参加数 ３３チーム) 

優  勝 柿生レッズ（川崎市） 明治(藤沢市)  

２  位 桜丘（大和市） 柏ヶ谷（海老名市） 

３  位 K・0 Kings (藤沢市)、海老名中央（海老名） 若松（相模原市、菅（川崎市） 

 

 


