
Ｎｏ． 部　　名 期日 団  体

1 男子陸上 6/14 入賞なし １６００ｍリレー 第４位  

　　団・個 ～17 　　　神田　有希（３年）／志賀　康晟（２年）／坂上　幹斗（２年）／文狭 悠（３年）

2 女子陸上 6/14 優勝 １００ｍ 第３位　鈴木　一葉（３年） ２００ｍ 第４位　鈴木　一葉

　　団・個 ～17 （3年連続32回目） ２００ｍ 第７位　大野　瑞奈（２年） ４００ｍ 第２位　塩味　未琴（３年）

４００m 第３位　大野　瑞奈 ４００m 第７位　タネル　アスルハーン舞璃乃（１年）

８００m 第６位　田　詩央（３年） １００ｍＨ 第３位　菊池　愛華（２年）

１００ｍH 第７位　田口　真悠（１年） ４００ｍH 第２位　塩味　未琴

走高跳 優勝　岡野　弥幸（１年） 走高跳 第６位　齋藤　優羽（３年）

走幅跳 第２位　佐藤　優月（３年） 走幅跳 第５位　梅宮　悠（２年）

４００ｍリレー 第２位　大谷 くる美（１年）／梅宮  悠／菊池愛華／鈴木一葉

１６００ｍリレー 優勝  塩味未琴／鈴木一葉／タネル舞璃乃／大野瑞奈

3 男子駅伝 6/14 入賞なし

　　個 ～17

4 女子駅伝 6/14 １５００m　第６位　中村　来知（２年）

　　個 ～17

5 男子 6/1 第３位

バレーボール ～2 (ベスト４)

6 男子 6/1 １回戦

バスケットボール ～2

7 女子 6/8 第３位

バスケットボール ～9

8 男子体操 5/31 第５位 個人総合 第７位　佐藤　優樹（２年） 種目別 あん馬　第２位　佐藤　優樹

　　団・個 ～6/2 種目別平行棒 第５位　佐藤　優樹 種目別 跳馬　第８位　青木　龍斗（２年）

9 女子体操 5/31 入賞なし

　　個 ～6/2

10 男子新体操 6/7 優勝 個人総合 第３位・種目別スティック 第３位・リング第４位　岩﨑　光（２年）

　　団・個 ～9 (2年連続20回目） 個人総合 第７位・種目別スティック 第９位・リング 第７位　野澤　優太（３年）

（ｲﾝﾀｰﾊｲ出場決定）

11 男子剣道 6/7 第２位 入賞なし

　　団・個 ～9

12 女子剣道 6/7 予選リーグ

　　団 ～9

13 男子柔道 5/31 第３位 無差別級 第３位　桝井　秀翔（３年）

　　団・個 ～6/2

14 女子柔道 5/31 第５位 ７０㎏級 優勝　佐藤　星麗七（３年） ４８㎏級 第３位　山口　さき（３年）

　　団・個 ～6/2 ４８㎏級 第５位　髙木　鈴（２年） ５７㎏級 第５位　岩田　奈々葉（２年）

６３㎏級 第３位　渋谷　萌々音（３年） ７８㎏級 第３位　中鉢  菜月(３年)

７８㎏超級 第５位　比嘉  萌(３年)

15 男子レスリング 6/1 第４位 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ６０㎏級　第２位　荻野　海志（１年）

　　団・個 ～2 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ１２５㎏級　第５位　佐藤　明（２年） ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ７１㎏級　第６位　細谷　駿（３年）

ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ６５㎏級　第３位　石原三四郎（２年）

16 女子レスリング 6/1 ５２㎏級　優勝　元木　咲良（３年）

　　個 ～2 ６８㎏級　第２位　菅野　藍衣（１年） ６８㎏級　第３位　和地　美咲（３年）

５３㎏級　第３位　福永　誠笑（３年）

17 男子 6/1 第３位 ８１㎏級 優勝　新井　勇太（３年） ６７㎏級 第２位　須藤　之博（１年）

ウエイトリフティング ～2 ７３㎏級　第３位　中川　平蔵（３年） ５５㎏級　第３位　井川　信吾（３年）

６１㎏級　第８位　深田　幸暉（３年） ７３㎏級　第８位　吉野　真太郎（１年）

18 女子 6/1 ６４㎏級 第２位　伊藤　紗彩（３年） ５５㎏級 第４位　德田　七海（１年）

ウエイトリフティング ～2

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ６５㎏級第２位 青柳善の輔（３年）

４７㎏級　優勝　太田　真蓉（１年）
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Ｎｏ． 部　　名 期日 団  体

19 男子 5/31 第３位

ソフトボール ～6/2

20 女子 5/31 ベスト８

ソフトボール ～6/2

21 女子 6/1 第３位

ハンドボール ～3

22 男子卓球 5/31 ベスト８ ダブルス ベスト８　尾中　翔英（３年）／中島　大貴（３年）

　　団・個 ～6/2

23 男子 5/31 優勝

バドミントン ～6/2 (２年連続１６回目）

24 女子 5/31 第３位

バドミントン ～6/2

25 男子空手道 6/7 形　第５位 個人形　第５位　秋吉　優斗（１年） 個人形 第５位　大谷　朋輝（３年）

　　団・個 ～9 組手 ２回戦

26 女子空手道 6/7 組手・形 ２回戦 入賞なし

　　団・個 ～9

27 相撲 6/8 優勝 無差別級　優勝　手計　太希（１年） 無差別級　第２位　清宮　一翔（３年）

　　団・個 ～9 (１４年連続２４回目） 無差別級　第３位　神　歩武（３年） 重量級　第３位　神﨑　大貴（１年）

重量級　第３位　宮崎　光星（３年） 中量級　優勝　木村　豪斗（２年）

28 男子フェンシング 5/31 入賞なし

　　団・個 ～6/1

29 女子フェンシング 5/31 第３位 優勝　齋藤　利莉（３年） 第３位　大崎　温（２年）

　　団・個 ～6/1 第６位　岩原　美桜（３年） 第８位　濱松　里紗（１年）

30 なぎなた 6/1 予選リーグ 個人の部　ベスト８　土田　藍子(３年）

　　団・個 ～2

31 男子ゴルフ 6/11 第４位

　　団 ～12

32 女子ゴルフ 6/11 優勝

　　団 ～12 （３年ぶり１１回目）

個　　　人


