
４月２４日 市中総合　男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）
５月１日 市民大会        男子個人戦　
 筒井・塙ペア ベスト１６
６月２０日 横須賀地区大会　　　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア ベスト１６
７月１１日 横須賀ブロック大会　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア　    
 第９位　県大会出場
７月２２日 横須賀ブロック大会　    
 男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）

7月２８日 県総体1回戦　対 横浜市立万騎が原中学校　 
 ４－１１で初戦敗退

５月１日 春季選手権大会　    二回戦敗退
７月１７日 県総体予選　　　    二回戦敗退

５月２日他 市中総合        準優勝
７月２３日他  県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

４月３０日 市中総合        ２回戦敗退
７月２３日他 県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

７月１９日 県中総合・横須賀ブロック予選   
 土谷　愛美    準優勝        県大会出場
 橋本　華月    地区代表    県大会出場
７月２２日  県中総合・横須賀ブロック予選    
 女子団体    準優勝

4月２９日他  神奈川県学校陸上競技選手権大会
　共通男子１００ｍ決勝  木寺嘉晴 11”55 第３位
　共通男子２００ｍ決勝 別府公太郎 23”95 第７位
　共通男子８００ｍ決勝 村松駿平 2’00”67 第２位
　共通男子１１０ｍＨ  熊谷エグゼイヴィア叶海流
   15”26     第３位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 45”36 第2位    
　（関口和真・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽  2’23”13 第３位
　共通女子１５００ｍ決勝    村瀬音々羽 4’52”72    第１位

５月３日    市中総合
　1年男子１００ｍ決勝 小澤翔馬 13”10 第2位
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”06 第1位大会新
　1年男子２００ｍ決勝 荻原千尋        28”37 第1位
　2年男子４００ｍ決勝        宮本律希        1’00”62 第1位
　3年男子８００ｍ決勝        村松駿平        2’05”33 第１位
　１年男子１５００ｍ決勝 長倉佑樹        4’53”34 第１位
　２年男子１５００ｍ決勝 鈴木啓斗        4’44”17 第１位
　３年男子３０００ｍ決勝 西晃生            10’06”60 第１位
　３年男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   15”18 第１位
　２年男子４×１００ｍリレー決勝 50”41 第３位
        （宮本律希・服部碧宙・大山龍之介・山﨑蒼）
　３年男子４×１００ｍリレー決勝   45”98 第２位
        （村松駿平・木寺嘉晴・関口和真・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　３年男子走高跳決勝 三好海音 1m70 第１位
　１年男子走幅跳決勝 箱崎奏            4m09 第２位
　２年男子砲丸投決勝 神林友徳        6m87      第１位
　1年女子１００ｍ決勝 蓮池真緒        14”67 第２位
　2年女子１００ｍ決勝 押田優凪        13”67 第３位
　3年女子２００ｍ決勝 加川美礼        28”03 第３位
　1年女子８００ｍ決勝 山田結菜        2’56”89 第１位
  江藤愛心 2’58”65 第３位
　２年女子８００ｍ決勝 白川真帆 2’41”16 第２位
  岡田捺望 2’46”44 第３位
　３年女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’23”15 第１位
　３年女子１５００ｍ決勝 佐藤綾奈 5’21”62 第３位
　１年女子４×１００ｍリレー決勝 59”61 第１位
        （江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・ジェフリージュナ）

　２年女子４×１００ｍリレー決勝 54”21 第２位
        （片桐結愛菜・白川真帆・岡田捺望・押田優凪）
　２年女子走高跳決勝 櫻田愛里 1m40 第１位
　２年女子走幅跳決勝 片桐結愛菜 4m26 第２位

５月３０日他    横須賀市選手権大会
 　男子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 43”92  組１位    
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 52”94  組４位    
　（知念駈・小澤翔馬・箱崎奏・荻原千尋）
　男子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 43”84  第１位大会新
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子走高跳決勝        五十嵐息吹 1m55 第3位
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 52”48 組1位    
　（齋藤百花・加川美礼・村瀬音々羽・佐藤綾奈）
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 60”29 組６位    
　（江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・矢部海音）
　女子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 52”80 第3位    
　（齋藤百花・加川美礼・佐藤綾奈・押田優凪）

６月６日他    通信陸上神奈川県大会湘南地区予選会
　1年男子１００ｍ  小澤翔馬 12”73 第６位
　3年男子１００ｍ  木寺嘉晴 11”14 第１位    
  別府公太郎  11”31 第２位
　共通男子２００ｍ 別府公太郎 23”15 第１位    
　共通男子８００ｍ 村松駿平 2’02”08 第２位    
  正留誠也 2’09”60 第９位
　共通男子１５００ｍ 村松駿平 4’18”93 第５位
　共通男子３０００ｍ 西晃生 9’55”66 第１０位
　共通男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   14”51     第１位大会新
　1年男子４００ｍＲ 大津1年男子 52”17 第２位
　共通男子４００ｍＲ 大津男子 44”76 第１位
　共通男子四種　 熊谷エグゼイヴィア叶海流
   2477点 第１位
　1年女子１００ｍ 蓮池真緒  14”03 着外
　共通女子８００ｍ 村瀬音々羽 2’20”38　第２位
　共通女子１５００ｍ 村瀬音々羽 4’45”77 第１位
　1年女子４００ｍＲ 大津1年女子 56”48 第２位
　共通女子４００ｍＲ 大津女子 52”84 第７位
　共通女子四種 加川美礼 1958点 第５位    
　学校対抗　男子 大津男子   第１位
　学校対抗　女子 大津女子   第４位
　学校対抗　総合 大津男女総合  第１位

７月４日    神奈川県中学校選抜陸上競技大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”18 第２位
                          別府公太郎 11”35 第５位

　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”40 第１位

７月１８日他　全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”19 第３位
　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”39 第１位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 42”94 第１位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’17”71 第２位
　共通女子１５００ｍ決勝 村瀬音々羽 4’46”73 第１位

8月8日他    関東中学校陸上競技大会
        3年男子１００ｍ予選  木寺嘉晴 11”32 組5位
        共通男子１１０ｍＨ予選　熊谷エグゼイヴィア叶海流      
  14”50 組1位
        共通男子１１０ｍＨ決勝    熊谷エグゼイヴィア叶海流
      14”17 第2位
        共通男子4×100ｍリレー予選 43”37 組2位
        共通男子4×100ｍリレー決勝 43”35 第1位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
（補　飯島大智・関口和真）
        共通女子１５００ｍ決勝  村瀬音々羽 4’40”18 第6位

８月2０日他    全日本中学校陸上競技選手権大会
        男子１００ｍ予選 木寺嘉晴 11”67 組6位
   別府公太郎 11”63 組3位
        男子８００ｍ予選 村松駿平 2’03”74 組6位
        男子１１０ｍＨ予選 熊谷エグゼイヴィア叶海流
  14”78 組1位
        男子４×１００ｍリレー決勝 43”09 第3位
     （村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
        女子８００ｍ予選 村瀬音々羽 2’19”09 組4位

８月２２日    ＪＯＣジュニアオリンピック県選考会
        Ｕ１６男子１１０ｍＨ決勝    
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”84 第１位    
        Ｕ１６男子１５０ｍ決勝  木寺嘉晴 16”85 第３位
 別府公太郎 16”89 第５位
        Ｕ１６女子１０００ｍ 村瀬音々羽 2’59”63 第２位

６月２７日他  
  県中学校大会 兼 全国大会県予選会 
 兼 関東大会県予選会 
 兼 国体県予選会
　女子４×１００ｍメドレーリレー  第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳  第８位
　女子総合    第８位

７月１０日    市新人スポーツ大会
　３年男子２００ｍ個人メドレー清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍバタフライ 畑中秀介  第１位
　３年男子５０ｍ自由形 畑中秀介  第２位
　３年男子５０ｍ背泳ぎ 荒木梢冴  第２位
　３年男子２００ｍ個人メドレー    荒木梢冴  第３位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 三田駿斗  第３位
　２年男子５０ｍ自由形  橋本辰裕  第３位
　１年男子５０ｍ背泳ぎ 蓑島海翔  第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 蓑島海翔  第１位
　１年男子２００ｍ個人メドレー    緒形輝海洋 第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 緒形輝海洋  第２位
　１年男子１００ｍ自由形 後藤優心  第１位
　１年男子５０ｍ自由形  後藤優心  第３位
　男子４×５０ｍメドレーリレー  第１位
　（荒木梢冴・清水勇杜・畑中秀介・橋本辰裕）
　男子４×５０ｍフリーリレー  第２位
　（畑中秀介・清水勇杜・緒形輝海洋・荒木梢冴）
　男子総合の部   準優勝　　
　３年女子２００ｍ個人メドレー 緒形優海 第１位
　３年女子５０ｍバタフライ 緒形優海 第１位
　３年女子１００ｍ自由形 奥山碧 第１位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　３年女子２００ｍ個人メドレー    岩田茜里 第２位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ   荒川美南 第２位
　３年女子５０ｍ自由形 笠原吏桜 第３位
　２年女子５０ｍバタフライ　古賀華泳　第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー    古賀華泳 第１位
　２年女子５０ｍ平泳ぎ　　　阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー 阿部夕華 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位　
　２年女子１００ｍ自由形  猪熊英玲奈 第２位
　２年女子５０ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍバタフライ 皆越美希 第２位
　１年女子２００ｍ個人メドレー  森田彩來 第１位

　１年女子５０ｍバタフライ 森田彩來 第２位
　女子４×５０ｍメドレーリレー　  第１位☆大会新記録☆
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子４×５０ｍフリーリレー 第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部    優勝　
　男女総合の部   準優勝

７月２５日    三浦地区大会 兼 県中総合横須賀ブロック予選
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第１位
　男子１００ｍバタフライ 畑中秀介 第１位
　男子１００ｍ背泳ぎ 蓑島海翔 第３位
　男子４×１００ｍメドレーリレー 第２位
　（蓑島海翔・清水勇杜・畑中秀介・緒形輝海洋）
　男子総合の部    第３位
　女子２００ｍ自由形            緒形優海    第１位☆大会新記録☆
　女子２００ｍ平泳ぎ            阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　女子１００ｍバタフライ        古賀華泳    第１位☆大会新記録☆
　女子８００ｍ自由形 笠原吏桜 第１位
　女子８００ｍ自由形 石川歩 第３位
　女子１００ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位
　女子２００ｍ背泳ぎ 荒川美南 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第３位
　女子２００ｍ個人メドレー 岩田茜里 第１位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田颯來 第２位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田彩來 第３位
　女子４×５０ｍフリーリレー　第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部  優勝　
　男女総合の部  優勝　

８月９日他    関東大会
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第８位
　女子４×５０ｍメドレーリレー 第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　県中総合 兼 県大会
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第６位
　女子２００ｍ自由形 緒形優海 第３位
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第６位
　女子２００ｍ平泳ぎ  阿部夕華 第６位
　女子４×５０ｍフリーリレー  第６位
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）

4月24日    市中総合・市柔道大会    
 女子団体戦  第３位
 3年個人の部　田村遥人 第３位

7月10日    県中総合・県大会ブロック予選    
 太田湊馬  第３位
 木本謙生  第３位　
 折原理沙  準優勝　
 小山正太　      県大会出場
 勝浦遼太郎      県大会出場

4月24日    市中総合 
 男子団体   優勝
 男子個人　　及川大佑 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 女子団体  準優勝

5月16日    県中学校選抜大会横須賀ブロック予選    
 男子団体  優勝
 男子個人　　及川大祐 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 男子個人　　長谷川虎太郎 第３位
 女子団体   準優勝

7月18日    県中総合 兼 県大会ブロック予選
 男子団体  優勝
 男子個人　　天野翔太 優勝
  　　　及川大祐 第3位
  　　　長谷川虎太郎 第3位
 女子団体  第3位

７月２５日    市中学校演劇発表会    
  最優秀賞（県大会進出）
　  舞台美術賞
　  審査員特別賞（集団の演技に対して）

８月６日    県中学校英語弁論大会県ブロック地区予選会         
 第９位

７月２９日    県南吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（支部代表・県大会進出）
８月９日     県吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（県大会４４校中１１位）

－１ー



４月２４日 市中総合　男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）
５月１日 市民大会        男子個人戦　
 筒井・塙ペア ベスト１６
６月２０日 横須賀地区大会　　　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア ベスト１６
７月１１日 横須賀ブロック大会　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア　    
 第９位　県大会出場
７月２２日 横須賀ブロック大会　    
 男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）

7月２８日 県総体1回戦　対 横浜市立万騎が原中学校　 
 ４－１１で初戦敗退

５月１日 春季選手権大会　    二回戦敗退
７月１７日 県総体予選　　　    二回戦敗退

５月２日他 市中総合        準優勝
７月２３日他  県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

４月３０日 市中総合        ２回戦敗退
７月２３日他 県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

７月１９日 県中総合・横須賀ブロック予選   
 土谷　愛美    準優勝        県大会出場
 橋本　華月    地区代表    県大会出場
７月２２日  県中総合・横須賀ブロック予選    
 女子団体    準優勝

4月２９日他  神奈川県学校陸上競技選手権大会
　共通男子１００ｍ決勝  木寺嘉晴 11”55 第３位
　共通男子２００ｍ決勝 別府公太郎 23”95 第７位
　共通男子８００ｍ決勝 村松駿平 2’00”67 第２位
　共通男子１１０ｍＨ  熊谷エグゼイヴィア叶海流
   15”26     第３位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 45”36 第2位    
　（関口和真・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽  2’23”13 第３位
　共通女子１５００ｍ決勝    村瀬音々羽 4’52”72    第１位

５月３日    市中総合
　1年男子１００ｍ決勝 小澤翔馬 13”10 第2位
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”06 第1位大会新
　1年男子２００ｍ決勝 荻原千尋        28”37 第1位
　2年男子４００ｍ決勝        宮本律希        1’00”62 第1位
　3年男子８００ｍ決勝        村松駿平        2’05”33 第１位
　１年男子１５００ｍ決勝 長倉佑樹        4’53”34 第１位
　２年男子１５００ｍ決勝 鈴木啓斗        4’44”17 第１位
　３年男子３０００ｍ決勝 西晃生            10’06”60 第１位
　３年男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   15”18 第１位
　２年男子４×１００ｍリレー決勝 50”41 第３位
        （宮本律希・服部碧宙・大山龍之介・山﨑蒼）
　３年男子４×１００ｍリレー決勝   45”98 第２位
        （村松駿平・木寺嘉晴・関口和真・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　３年男子走高跳決勝 三好海音 1m70 第１位
　１年男子走幅跳決勝 箱崎奏            4m09 第２位
　２年男子砲丸投決勝 神林友徳        6m87      第１位
　1年女子１００ｍ決勝 蓮池真緒        14”67 第２位
　2年女子１００ｍ決勝 押田優凪        13”67 第３位
　3年女子２００ｍ決勝 加川美礼        28”03 第３位
　1年女子８００ｍ決勝 山田結菜        2’56”89 第１位
  江藤愛心 2’58”65 第３位
　２年女子８００ｍ決勝 白川真帆 2’41”16 第２位
  岡田捺望 2’46”44 第３位
　３年女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’23”15 第１位
　３年女子１５００ｍ決勝 佐藤綾奈 5’21”62 第３位
　１年女子４×１００ｍリレー決勝 59”61 第１位
        （江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・ジェフリージュナ）

　２年女子４×１００ｍリレー決勝 54”21 第２位
        （片桐結愛菜・白川真帆・岡田捺望・押田優凪）
　２年女子走高跳決勝 櫻田愛里 1m40 第１位
　２年女子走幅跳決勝 片桐結愛菜 4m26 第２位

５月３０日他    横須賀市選手権大会
 　男子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 43”92  組１位    
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 52”94  組４位    
　（知念駈・小澤翔馬・箱崎奏・荻原千尋）
　男子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 43”84  第１位大会新
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子走高跳決勝        五十嵐息吹 1m55 第3位
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 52”48 組1位    
　（齋藤百花・加川美礼・村瀬音々羽・佐藤綾奈）
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 60”29 組６位    
　（江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・矢部海音）
　女子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 52”80 第3位    
　（齋藤百花・加川美礼・佐藤綾奈・押田優凪）

６月６日他    通信陸上神奈川県大会湘南地区予選会
　1年男子１００ｍ  小澤翔馬 12”73 第６位
　3年男子１００ｍ  木寺嘉晴 11”14 第１位    
  別府公太郎  11”31 第２位
　共通男子２００ｍ 別府公太郎 23”15 第１位    
　共通男子８００ｍ 村松駿平 2’02”08 第２位    
  正留誠也 2’09”60 第９位
　共通男子１５００ｍ 村松駿平 4’18”93 第５位
　共通男子３０００ｍ 西晃生 9’55”66 第１０位
　共通男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   14”51     第１位大会新
　1年男子４００ｍＲ 大津1年男子 52”17 第２位
　共通男子４００ｍＲ 大津男子 44”76 第１位
　共通男子四種　 熊谷エグゼイヴィア叶海流
   2477点 第１位
　1年女子１００ｍ 蓮池真緒  14”03 着外
　共通女子８００ｍ 村瀬音々羽 2’20”38　第２位
　共通女子１５００ｍ 村瀬音々羽 4’45”77 第１位
　1年女子４００ｍＲ 大津1年女子 56”48 第２位
　共通女子４００ｍＲ 大津女子 52”84 第７位
　共通女子四種 加川美礼 1958点 第５位    
　学校対抗　男子 大津男子   第１位
　学校対抗　女子 大津女子   第４位
　学校対抗　総合 大津男女総合  第１位

７月４日    神奈川県中学校選抜陸上競技大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”18 第２位
                          別府公太郎 11”35 第５位

　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”40 第１位

７月１８日他　全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”19 第３位
　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”39 第１位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 42”94 第１位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’17”71 第２位
　共通女子１５００ｍ決勝 村瀬音々羽 4’46”73 第１位

8月8日他    関東中学校陸上競技大会
        3年男子１００ｍ予選  木寺嘉晴 11”32 組5位
        共通男子１１０ｍＨ予選　熊谷エグゼイヴィア叶海流      
  14”50 組1位
        共通男子１１０ｍＨ決勝    熊谷エグゼイヴィア叶海流
      14”17 第2位
        共通男子4×100ｍリレー予選 43”37 組2位
        共通男子4×100ｍリレー決勝 43”35 第1位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
（補　飯島大智・関口和真）
        共通女子１５００ｍ決勝  村瀬音々羽 4’40”18 第6位

８月2０日他    全日本中学校陸上競技選手権大会
        男子１００ｍ予選 木寺嘉晴 11”67 組6位
   別府公太郎 11”63 組3位
        男子８００ｍ予選 村松駿平 2’03”74 組6位
        男子１１０ｍＨ予選 熊谷エグゼイヴィア叶海流
  14”78 組1位
        男子４×１００ｍリレー決勝 43”09 第3位
     （村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
        女子８００ｍ予選 村瀬音々羽 2’19”09 組4位

８月２２日    ＪＯＣジュニアオリンピック県選考会
        Ｕ１６男子１１０ｍＨ決勝    
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”84 第１位    
        Ｕ１６男子１５０ｍ決勝  木寺嘉晴 16”85 第３位
 別府公太郎 16”89 第５位
        Ｕ１６女子１０００ｍ 村瀬音々羽 2’59”63 第２位

６月２７日他  
  県中学校大会 兼 全国大会県予選会 
 兼 関東大会県予選会 
 兼 国体県予選会
　女子４×１００ｍメドレーリレー  第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳  第８位
　女子総合    第８位

７月１０日    市新人スポーツ大会
　３年男子２００ｍ個人メドレー清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍバタフライ 畑中秀介  第１位
　３年男子５０ｍ自由形 畑中秀介  第２位
　３年男子５０ｍ背泳ぎ 荒木梢冴  第２位
　３年男子２００ｍ個人メドレー    荒木梢冴  第３位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 三田駿斗  第３位
　２年男子５０ｍ自由形  橋本辰裕  第３位
　１年男子５０ｍ背泳ぎ 蓑島海翔  第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 蓑島海翔  第１位
　１年男子２００ｍ個人メドレー    緒形輝海洋 第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 緒形輝海洋  第２位
　１年男子１００ｍ自由形 後藤優心  第１位
　１年男子５０ｍ自由形  後藤優心  第３位
　男子４×５０ｍメドレーリレー  第１位
　（荒木梢冴・清水勇杜・畑中秀介・橋本辰裕）
　男子４×５０ｍフリーリレー  第２位
　（畑中秀介・清水勇杜・緒形輝海洋・荒木梢冴）
　男子総合の部   準優勝　　
　３年女子２００ｍ個人メドレー 緒形優海 第１位
　３年女子５０ｍバタフライ 緒形優海 第１位
　３年女子１００ｍ自由形 奥山碧 第１位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　３年女子２００ｍ個人メドレー    岩田茜里 第２位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ   荒川美南 第２位
　３年女子５０ｍ自由形 笠原吏桜 第３位
　２年女子５０ｍバタフライ　古賀華泳　第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー    古賀華泳 第１位
　２年女子５０ｍ平泳ぎ　　　阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー 阿部夕華 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位　
　２年女子１００ｍ自由形  猪熊英玲奈 第２位
　２年女子５０ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍバタフライ 皆越美希 第２位
　１年女子２００ｍ個人メドレー  森田彩來 第１位

　１年女子５０ｍバタフライ 森田彩來 第２位
　女子４×５０ｍメドレーリレー　  第１位☆大会新記録☆
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子４×５０ｍフリーリレー 第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部    優勝　
　男女総合の部   準優勝

７月２５日    三浦地区大会 兼 県中総合横須賀ブロック予選
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第１位
　男子１００ｍバタフライ 畑中秀介 第１位
　男子１００ｍ背泳ぎ 蓑島海翔 第３位
　男子４×１００ｍメドレーリレー 第２位
　（蓑島海翔・清水勇杜・畑中秀介・緒形輝海洋）
　男子総合の部    第３位
　女子２００ｍ自由形            緒形優海    第１位☆大会新記録☆
　女子２００ｍ平泳ぎ            阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　女子１００ｍバタフライ        古賀華泳    第１位☆大会新記録☆
　女子８００ｍ自由形 笠原吏桜 第１位
　女子８００ｍ自由形 石川歩 第３位
　女子１００ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位
　女子２００ｍ背泳ぎ 荒川美南 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第３位
　女子２００ｍ個人メドレー 岩田茜里 第１位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田颯來 第２位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田彩來 第３位
　女子４×５０ｍフリーリレー　第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部  優勝　
　男女総合の部  優勝　

８月９日他    関東大会
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第８位
　女子４×５０ｍメドレーリレー 第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　県中総合 兼 県大会
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第６位
　女子２００ｍ自由形 緒形優海 第３位
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第６位
　女子２００ｍ平泳ぎ  阿部夕華 第６位
　女子４×５０ｍフリーリレー  第６位
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）

4月24日    市中総合・市柔道大会    
 女子団体戦  第３位
 3年個人の部　田村遥人 第３位

7月10日    県中総合・県大会ブロック予選    
 太田湊馬  第３位
 木本謙生  第３位　
 折原理沙  準優勝　
 小山正太　      県大会出場
 勝浦遼太郎      県大会出場

4月24日    市中総合 
 男子団体   優勝
 男子個人　　及川大佑 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 女子団体  準優勝

5月16日    県中学校選抜大会横須賀ブロック予選    
 男子団体  優勝
 男子個人　　及川大祐 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 男子個人　　長谷川虎太郎 第３位
 女子団体   準優勝

7月18日    県中総合 兼 県大会ブロック予選
 男子団体  優勝
 男子個人　　天野翔太 優勝
  　　　及川大祐 第3位
  　　　長谷川虎太郎 第3位
 女子団体  第3位

７月２５日    市中学校演劇発表会    
  最優秀賞（県大会進出）
　  舞台美術賞
　  審査員特別賞（集団の演技に対して）

８月６日    県中学校英語弁論大会県ブロック地区予選会         
 第９位

７月２９日    県南吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（支部代表・県大会進出）
８月９日     県吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（県大会４４校中１１位）

－２ー



４月２４日 市中総合　男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）
５月１日 市民大会        男子個人戦　
 筒井・塙ペア ベスト１６
６月２０日 横須賀地区大会　　　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア ベスト１６
７月１１日 横須賀ブロック大会　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア　    
 第９位　県大会出場
７月２２日 横須賀ブロック大会　    
 男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）

7月２８日 県総体1回戦　対 横浜市立万騎が原中学校　 
 ４－１１で初戦敗退

５月１日 春季選手権大会　    二回戦敗退
７月１７日 県総体予選　　　    二回戦敗退

５月２日他 市中総合        準優勝
７月２３日他  県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

４月３０日 市中総合        ２回戦敗退
７月２３日他 県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

７月１９日 県中総合・横須賀ブロック予選   
 土谷　愛美    準優勝        県大会出場
 橋本　華月    地区代表    県大会出場
７月２２日  県中総合・横須賀ブロック予選    
 女子団体    準優勝

4月２９日他  神奈川県学校陸上競技選手権大会
　共通男子１００ｍ決勝  木寺嘉晴 11”55 第３位
　共通男子２００ｍ決勝 別府公太郎 23”95 第７位
　共通男子８００ｍ決勝 村松駿平 2’00”67 第２位
　共通男子１１０ｍＨ  熊谷エグゼイヴィア叶海流
   15”26     第３位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 45”36 第2位    
　（関口和真・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽  2’23”13 第３位
　共通女子１５００ｍ決勝    村瀬音々羽 4’52”72    第１位

５月３日    市中総合
　1年男子１００ｍ決勝 小澤翔馬 13”10 第2位
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”06 第1位大会新
　1年男子２００ｍ決勝 荻原千尋        28”37 第1位
　2年男子４００ｍ決勝        宮本律希        1’00”62 第1位
　3年男子８００ｍ決勝        村松駿平        2’05”33 第１位
　１年男子１５００ｍ決勝 長倉佑樹        4’53”34 第１位
　２年男子１５００ｍ決勝 鈴木啓斗        4’44”17 第１位
　３年男子３０００ｍ決勝 西晃生            10’06”60 第１位
　３年男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   15”18 第１位
　２年男子４×１００ｍリレー決勝 50”41 第３位
        （宮本律希・服部碧宙・大山龍之介・山﨑蒼）
　３年男子４×１００ｍリレー決勝   45”98 第２位
        （村松駿平・木寺嘉晴・関口和真・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　３年男子走高跳決勝 三好海音 1m70 第１位
　１年男子走幅跳決勝 箱崎奏            4m09 第２位
　２年男子砲丸投決勝 神林友徳        6m87      第１位
　1年女子１００ｍ決勝 蓮池真緒        14”67 第２位
　2年女子１００ｍ決勝 押田優凪        13”67 第３位
　3年女子２００ｍ決勝 加川美礼        28”03 第３位
　1年女子８００ｍ決勝 山田結菜        2’56”89 第１位
  江藤愛心 2’58”65 第３位
　２年女子８００ｍ決勝 白川真帆 2’41”16 第２位
  岡田捺望 2’46”44 第３位
　３年女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’23”15 第１位
　３年女子１５００ｍ決勝 佐藤綾奈 5’21”62 第３位
　１年女子４×１００ｍリレー決勝 59”61 第１位
        （江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・ジェフリージュナ）

　２年女子４×１００ｍリレー決勝 54”21 第２位
        （片桐結愛菜・白川真帆・岡田捺望・押田優凪）
　２年女子走高跳決勝 櫻田愛里 1m40 第１位
　２年女子走幅跳決勝 片桐結愛菜 4m26 第２位

５月３０日他    横須賀市選手権大会
 　男子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 43”92  組１位    
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 52”94  組４位    
　（知念駈・小澤翔馬・箱崎奏・荻原千尋）
　男子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 43”84  第１位大会新
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子走高跳決勝        五十嵐息吹 1m55 第3位
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 52”48 組1位    
　（齋藤百花・加川美礼・村瀬音々羽・佐藤綾奈）
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 60”29 組６位    
　（江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・矢部海音）
　女子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 52”80 第3位    
　（齋藤百花・加川美礼・佐藤綾奈・押田優凪）

６月６日他    通信陸上神奈川県大会湘南地区予選会
　1年男子１００ｍ  小澤翔馬 12”73 第６位
　3年男子１００ｍ  木寺嘉晴 11”14 第１位    
  別府公太郎  11”31 第２位
　共通男子２００ｍ 別府公太郎 23”15 第１位    
　共通男子８００ｍ 村松駿平 2’02”08 第２位    
  正留誠也 2’09”60 第９位
　共通男子１５００ｍ 村松駿平 4’18”93 第５位
　共通男子３０００ｍ 西晃生 9’55”66 第１０位
　共通男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   14”51     第１位大会新
　1年男子４００ｍＲ 大津1年男子 52”17 第２位
　共通男子４００ｍＲ 大津男子 44”76 第１位
　共通男子四種　 熊谷エグゼイヴィア叶海流
   2477点 第１位
　1年女子１００ｍ 蓮池真緒  14”03 着外
　共通女子８００ｍ 村瀬音々羽 2’20”38　第２位
　共通女子１５００ｍ 村瀬音々羽 4’45”77 第１位
　1年女子４００ｍＲ 大津1年女子 56”48 第２位
　共通女子４００ｍＲ 大津女子 52”84 第７位
　共通女子四種 加川美礼 1958点 第５位    
　学校対抗　男子 大津男子   第１位
　学校対抗　女子 大津女子   第４位
　学校対抗　総合 大津男女総合  第１位

７月４日    神奈川県中学校選抜陸上競技大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”18 第２位
                          別府公太郎 11”35 第５位

　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”40 第１位

７月１８日他　全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”19 第３位
　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”39 第１位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 42”94 第１位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’17”71 第２位
　共通女子１５００ｍ決勝 村瀬音々羽 4’46”73 第１位

8月8日他    関東中学校陸上競技大会
        3年男子１００ｍ予選  木寺嘉晴 11”32 組5位
        共通男子１１０ｍＨ予選　熊谷エグゼイヴィア叶海流      
  14”50 組1位
        共通男子１１０ｍＨ決勝    熊谷エグゼイヴィア叶海流
      14”17 第2位
        共通男子4×100ｍリレー予選 43”37 組2位
        共通男子4×100ｍリレー決勝 43”35 第1位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
（補　飯島大智・関口和真）
        共通女子１５００ｍ決勝  村瀬音々羽 4’40”18 第6位

８月2０日他    全日本中学校陸上競技選手権大会
        男子１００ｍ予選 木寺嘉晴 11”67 組6位
   別府公太郎 11”63 組3位
        男子８００ｍ予選 村松駿平 2’03”74 組6位
        男子１１０ｍＨ予選 熊谷エグゼイヴィア叶海流
  14”78 組1位
        男子４×１００ｍリレー決勝 43”09 第3位
     （村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
        女子８００ｍ予選 村瀬音々羽 2’19”09 組4位

８月２２日    ＪＯＣジュニアオリンピック県選考会
        Ｕ１６男子１１０ｍＨ決勝    
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”84 第１位    
        Ｕ１６男子１５０ｍ決勝  木寺嘉晴 16”85 第３位
 別府公太郎 16”89 第５位
        Ｕ１６女子１０００ｍ 村瀬音々羽 2’59”63 第２位

６月２７日他  
  県中学校大会 兼 全国大会県予選会 
 兼 関東大会県予選会 
 兼 国体県予選会
　女子４×１００ｍメドレーリレー  第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳  第８位
　女子総合    第８位

７月１０日    市新人スポーツ大会
　３年男子２００ｍ個人メドレー清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍバタフライ 畑中秀介  第１位
　３年男子５０ｍ自由形 畑中秀介  第２位
　３年男子５０ｍ背泳ぎ 荒木梢冴  第２位
　３年男子２００ｍ個人メドレー    荒木梢冴  第３位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 三田駿斗  第３位
　２年男子５０ｍ自由形  橋本辰裕  第３位
　１年男子５０ｍ背泳ぎ 蓑島海翔  第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 蓑島海翔  第１位
　１年男子２００ｍ個人メドレー    緒形輝海洋 第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 緒形輝海洋  第２位
　１年男子１００ｍ自由形 後藤優心  第１位
　１年男子５０ｍ自由形  後藤優心  第３位
　男子４×５０ｍメドレーリレー  第１位
　（荒木梢冴・清水勇杜・畑中秀介・橋本辰裕）
　男子４×５０ｍフリーリレー  第２位
　（畑中秀介・清水勇杜・緒形輝海洋・荒木梢冴）
　男子総合の部   準優勝　　
　３年女子２００ｍ個人メドレー 緒形優海 第１位
　３年女子５０ｍバタフライ 緒形優海 第１位
　３年女子１００ｍ自由形 奥山碧 第１位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　３年女子２００ｍ個人メドレー    岩田茜里 第２位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ   荒川美南 第２位
　３年女子５０ｍ自由形 笠原吏桜 第３位
　２年女子５０ｍバタフライ　古賀華泳　第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー    古賀華泳 第１位
　２年女子５０ｍ平泳ぎ　　　阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー 阿部夕華 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位　
　２年女子１００ｍ自由形  猪熊英玲奈 第２位
　２年女子５０ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍバタフライ 皆越美希 第２位
　１年女子２００ｍ個人メドレー  森田彩來 第１位

　１年女子５０ｍバタフライ 森田彩來 第２位
　女子４×５０ｍメドレーリレー　  第１位☆大会新記録☆
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子４×５０ｍフリーリレー 第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部    優勝　
　男女総合の部   準優勝

７月２５日    三浦地区大会 兼 県中総合横須賀ブロック予選
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第１位
　男子１００ｍバタフライ 畑中秀介 第１位
　男子１００ｍ背泳ぎ 蓑島海翔 第３位
　男子４×１００ｍメドレーリレー 第２位
　（蓑島海翔・清水勇杜・畑中秀介・緒形輝海洋）
　男子総合の部    第３位
　女子２００ｍ自由形            緒形優海    第１位☆大会新記録☆
　女子２００ｍ平泳ぎ            阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　女子１００ｍバタフライ        古賀華泳    第１位☆大会新記録☆
　女子８００ｍ自由形 笠原吏桜 第１位
　女子８００ｍ自由形 石川歩 第３位
　女子１００ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位
　女子２００ｍ背泳ぎ 荒川美南 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第３位
　女子２００ｍ個人メドレー 岩田茜里 第１位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田颯來 第２位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田彩來 第３位
　女子４×５０ｍフリーリレー　第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部  優勝　
　男女総合の部  優勝　

８月９日他    関東大会
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第８位
　女子４×５０ｍメドレーリレー 第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　県中総合 兼 県大会
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第６位
　女子２００ｍ自由形 緒形優海 第３位
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第６位
　女子２００ｍ平泳ぎ  阿部夕華 第６位
　女子４×５０ｍフリーリレー  第６位
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）

4月24日    市中総合・市柔道大会    
 女子団体戦  第３位
 3年個人の部　田村遥人 第３位

7月10日    県中総合・県大会ブロック予選    
 太田湊馬  第３位
 木本謙生  第３位　
 折原理沙  準優勝　
 小山正太　      県大会出場
 勝浦遼太郎      県大会出場

4月24日    市中総合 
 男子団体   優勝
 男子個人　　及川大佑 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 女子団体  準優勝

5月16日    県中学校選抜大会横須賀ブロック予選    
 男子団体  優勝
 男子個人　　及川大祐 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 男子個人　　長谷川虎太郎 第３位
 女子団体   準優勝

7月18日    県中総合 兼 県大会ブロック予選
 男子団体  優勝
 男子個人　　天野翔太 優勝
  　　　及川大祐 第3位
  　　　長谷川虎太郎 第3位
 女子団体  第3位

７月２５日    市中学校演劇発表会    
  最優秀賞（県大会進出）
　  舞台美術賞
　  審査員特別賞（集団の演技に対して）

８月６日    県中学校英語弁論大会県ブロック地区予選会         
 第９位

７月２９日    県南吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（支部代表・県大会進出）
８月９日     県吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（県大会４４校中１１位）

－３ー



４月２４日 市中総合　男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）
５月１日 市民大会        男子個人戦　
 筒井・塙ペア ベスト１６
６月２０日 横須賀地区大会　　　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア ベスト１６
７月１１日 横須賀ブロック大会　    
 男子個人戦　筒井・塙ペア　    
 第９位　県大会出場
７月２２日 横須賀ブロック大会　    
 男子団体戦 ベスト８
 （筒井・塙、久保・柿崎、高田・渡辺、髙井・宮本）

7月２８日 県総体1回戦　対 横浜市立万騎が原中学校　 
 ４－１１で初戦敗退

５月１日 春季選手権大会　    二回戦敗退
７月１７日 県総体予選　　　    二回戦敗退

５月２日他 市中総合        準優勝
７月２３日他  県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

４月３０日 市中総合        ２回戦敗退
７月２３日他 県中総合・横須賀ブロック予選    第３位

７月１９日 県中総合・横須賀ブロック予選   
 土谷　愛美    準優勝        県大会出場
 橋本　華月    地区代表    県大会出場
７月２２日  県中総合・横須賀ブロック予選    
 女子団体    準優勝

4月２９日他  神奈川県学校陸上競技選手権大会
　共通男子１００ｍ決勝  木寺嘉晴 11”55 第３位
　共通男子２００ｍ決勝 別府公太郎 23”95 第７位
　共通男子８００ｍ決勝 村松駿平 2’00”67 第２位
　共通男子１１０ｍＨ  熊谷エグゼイヴィア叶海流
   15”26     第３位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 45”36 第2位    
　（関口和真・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽  2’23”13 第３位
　共通女子１５００ｍ決勝    村瀬音々羽 4’52”72    第１位

５月３日    市中総合
　1年男子１００ｍ決勝 小澤翔馬 13”10 第2位
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”06 第1位大会新
　1年男子２００ｍ決勝 荻原千尋        28”37 第1位
　2年男子４００ｍ決勝        宮本律希        1’00”62 第1位
　3年男子８００ｍ決勝        村松駿平        2’05”33 第１位
　１年男子１５００ｍ決勝 長倉佑樹        4’53”34 第１位
　２年男子１５００ｍ決勝 鈴木啓斗        4’44”17 第１位
　３年男子３０００ｍ決勝 西晃生            10’06”60 第１位
　３年男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   15”18 第１位
　２年男子４×１００ｍリレー決勝 50”41 第３位
        （宮本律希・服部碧宙・大山龍之介・山﨑蒼）
　３年男子４×１００ｍリレー決勝   45”98 第２位
        （村松駿平・木寺嘉晴・関口和真・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　３年男子走高跳決勝 三好海音 1m70 第１位
　１年男子走幅跳決勝 箱崎奏            4m09 第２位
　２年男子砲丸投決勝 神林友徳        6m87      第１位
　1年女子１００ｍ決勝 蓮池真緒        14”67 第２位
　2年女子１００ｍ決勝 押田優凪        13”67 第３位
　3年女子２００ｍ決勝 加川美礼        28”03 第３位
　1年女子８００ｍ決勝 山田結菜        2’56”89 第１位
  江藤愛心 2’58”65 第３位
　２年女子８００ｍ決勝 白川真帆 2’41”16 第２位
  岡田捺望 2’46”44 第３位
　３年女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’23”15 第１位
　３年女子１５００ｍ決勝 佐藤綾奈 5’21”62 第３位
　１年女子４×１００ｍリレー決勝 59”61 第１位
        （江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・ジェフリージュナ）

　２年女子４×１００ｍリレー決勝 54”21 第２位
        （片桐結愛菜・白川真帆・岡田捺望・押田優凪）
　２年女子走高跳決勝 櫻田愛里 1m40 第１位
　２年女子走幅跳決勝 片桐結愛菜 4m26 第２位

５月３０日他    横須賀市選手権大会
 　男子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 43”92  組１位    
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 52”94  組４位    
　（知念駈・小澤翔馬・箱崎奏・荻原千尋）
　男子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 43”84  第１位大会新
　（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　男子走高跳決勝        五十嵐息吹 1m55 第3位
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ａ 52”48 組1位    
　（齋藤百花・加川美礼・村瀬音々羽・佐藤綾奈）
　女子4×100ｍリレー予選　大津Ｂ 60”29 組６位    
　（江藤愛心・蓮池真緒・笹原寧生・矢部海音）
　女子4×100ｍリレー決勝　大津Ａ 52”80 第3位    
　（齋藤百花・加川美礼・佐藤綾奈・押田優凪）

６月６日他    通信陸上神奈川県大会湘南地区予選会
　1年男子１００ｍ  小澤翔馬 12”73 第６位
　3年男子１００ｍ  木寺嘉晴 11”14 第１位    
  別府公太郎  11”31 第２位
　共通男子２００ｍ 別府公太郎 23”15 第１位    
　共通男子８００ｍ 村松駿平 2’02”08 第２位    
  正留誠也 2’09”60 第９位
　共通男子１５００ｍ 村松駿平 4’18”93 第５位
　共通男子３０００ｍ 西晃生 9’55”66 第１０位
　共通男子１１０ｍＨ 熊谷エグゼイヴィア叶海流 
   14”51     第１位大会新
　1年男子４００ｍＲ 大津1年男子 52”17 第２位
　共通男子４００ｍＲ 大津男子 44”76 第１位
　共通男子四種　 熊谷エグゼイヴィア叶海流
   2477点 第１位
　1年女子１００ｍ 蓮池真緒  14”03 着外
　共通女子８００ｍ 村瀬音々羽 2’20”38　第２位
　共通女子１５００ｍ 村瀬音々羽 4’45”77 第１位
　1年女子４００ｍＲ 大津1年女子 56”48 第２位
　共通女子４００ｍＲ 大津女子 52”84 第７位
　共通女子四種 加川美礼 1958点 第５位    
　学校対抗　男子 大津男子   第１位
　学校対抗　女子 大津女子   第４位
　学校対抗　総合 大津男女総合  第１位

７月４日    神奈川県中学校選抜陸上競技大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”18 第２位
                          別府公太郎 11”35 第５位

　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”40 第１位

７月１８日他　全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会
　3年男子１００ｍ決勝 木寺嘉晴 11”19 第３位
　共通男子１１０ｍＨ決勝
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”39 第１位
　共通男子4×100ｍリレー決勝 42”94 第１位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
　共通女子８００ｍ決勝 村瀬音々羽 2’17”71 第２位
　共通女子１５００ｍ決勝 村瀬音々羽 4’46”73 第１位

8月8日他    関東中学校陸上競技大会
        3年男子１００ｍ予選  木寺嘉晴 11”32 組5位
        共通男子１１０ｍＨ予選　熊谷エグゼイヴィア叶海流      
  14”50 組1位
        共通男子１１０ｍＨ決勝    熊谷エグゼイヴィア叶海流
      14”17 第2位
        共通男子4×100ｍリレー予選 43”37 組2位
        共通男子4×100ｍリレー決勝 43”35 第1位    
（村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
（補　飯島大智・関口和真）
        共通女子１５００ｍ決勝  村瀬音々羽 4’40”18 第6位

８月2０日他    全日本中学校陸上競技選手権大会
        男子１００ｍ予選 木寺嘉晴 11”67 組6位
   別府公太郎 11”63 組3位
        男子８００ｍ予選 村松駿平 2’03”74 組6位
        男子１１０ｍＨ予選 熊谷エグゼイヴィア叶海流
  14”78 組1位
        男子４×１００ｍリレー決勝 43”09 第3位
     （村松駿平・木寺嘉晴・別府公太郎・熊谷エグゼイヴィア叶海流）
        女子８００ｍ予選 村瀬音々羽 2’19”09 組4位

８月２２日    ＪＯＣジュニアオリンピック県選考会
        Ｕ１６男子１１０ｍＨ決勝    
　　　　　　熊谷エグゼイヴィア叶海流 14”84 第１位    
        Ｕ１６男子１５０ｍ決勝  木寺嘉晴 16”85 第３位
 別府公太郎 16”89 第５位
        Ｕ１６女子１０００ｍ 村瀬音々羽 2’59”63 第２位

６月２７日他  
  県中学校大会 兼 全国大会県予選会 
 兼 関東大会県予選会 
 兼 国体県予選会
　女子４×１００ｍメドレーリレー  第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳  第８位
　女子総合    第８位

７月１０日    市新人スポーツ大会
　３年男子２００ｍ個人メドレー清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 清水勇杜  第１位
　３年男子５０ｍバタフライ 畑中秀介  第１位
　３年男子５０ｍ自由形 畑中秀介  第２位
　３年男子５０ｍ背泳ぎ 荒木梢冴  第２位
　３年男子２００ｍ個人メドレー    荒木梢冴  第３位
　３年男子５０ｍ平泳ぎ 三田駿斗  第３位
　２年男子５０ｍ自由形  橋本辰裕  第３位
　１年男子５０ｍ背泳ぎ 蓑島海翔  第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 蓑島海翔  第１位
　１年男子２００ｍ個人メドレー    緒形輝海洋 第１位
　１年男子５０ｍバタフライ 緒形輝海洋  第２位
　１年男子１００ｍ自由形 後藤優心  第１位
　１年男子５０ｍ自由形  後藤優心  第３位
　男子４×５０ｍメドレーリレー  第１位
　（荒木梢冴・清水勇杜・畑中秀介・橋本辰裕）
　男子４×５０ｍフリーリレー  第２位
　（畑中秀介・清水勇杜・緒形輝海洋・荒木梢冴）
　男子総合の部   準優勝　　
　３年女子２００ｍ個人メドレー 緒形優海 第１位
　３年女子５０ｍバタフライ 緒形優海 第１位
　３年女子１００ｍ自由形 奥山碧 第１位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　３年女子２００ｍ個人メドレー    岩田茜里 第２位
　３年女子５０ｍ背泳ぎ   荒川美南 第２位
　３年女子５０ｍ自由形 笠原吏桜 第３位
　２年女子５０ｍバタフライ　古賀華泳　第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー    古賀華泳 第１位
　２年女子５０ｍ平泳ぎ　　　阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　２年女子２００ｍ個人メドレー 阿部夕華 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位　
　２年女子１００ｍ自由形  猪熊英玲奈 第２位
　２年女子５０ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍ自由形 増田瑚菜 第２位
　２年女子５０ｍバタフライ 皆越美希 第２位
　１年女子２００ｍ個人メドレー  森田彩來 第１位

　１年女子５０ｍバタフライ 森田彩來 第２位
　女子４×５０ｍメドレーリレー　  第１位☆大会新記録☆
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　女子４×５０ｍフリーリレー 第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部    優勝　
　男女総合の部   準優勝

７月２５日    三浦地区大会 兼 県中総合横須賀ブロック予選
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第１位
　男子１００ｍバタフライ 畑中秀介 第１位
　男子１００ｍ背泳ぎ 蓑島海翔 第３位
　男子４×１００ｍメドレーリレー 第２位
　（蓑島海翔・清水勇杜・畑中秀介・緒形輝海洋）
　男子総合の部    第３位
　女子２００ｍ自由形            緒形優海    第１位☆大会新記録☆
　女子２００ｍ平泳ぎ            阿部夕華    第１位☆大会新記録☆
　女子１００ｍバタフライ        古賀華泳    第１位☆大会新記録☆
　女子８００ｍ自由形 笠原吏桜 第１位
　女子８００ｍ自由形 石川歩 第３位
　女子１００ｍ自由形 猪熊英玲奈 第１位
　女子２００ｍ背泳ぎ 荒川美南 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 奥山碧 第１位
　女子１００ｍ背泳ぎ 増田瑚菜 第３位
　女子２００ｍ個人メドレー 岩田茜里 第１位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田颯來 第２位
　女子２００ｍ個人メドレー 森田彩來 第３位
　女子４×５０ｍフリーリレー　第１位☆大会新記録☆
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）
　女子総合の部  優勝　
　男女総合の部  優勝　

８月９日他    関東大会
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第８位
　女子４×５０ｍメドレーリレー 第４位
　（奥山碧・阿部夕華・古賀華泳・緒形優海）
　県中総合 兼 県大会
　男子２００ｍ平泳ぎ 清水勇杜 第６位
　女子２００ｍ自由形 緒形優海 第３位
　女子１００ｍバタフライ 古賀華泳 第６位
　女子２００ｍ平泳ぎ  阿部夕華 第６位
　女子４×５０ｍフリーリレー  第６位
　（緒形優海・古賀華泳・奥山碧・猪熊英玲奈）

4月24日    市中総合・市柔道大会    
 女子団体戦  第３位
 3年個人の部　田村遥人 第３位

7月10日    県中総合・県大会ブロック予選    
 太田湊馬  第３位
 木本謙生  第３位　
 折原理沙  準優勝　
 小山正太　      県大会出場
 勝浦遼太郎      県大会出場

4月24日    市中総合 
 男子団体   優勝
 男子個人　　及川大佑 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 女子団体  準優勝

5月16日    県中学校選抜大会横須賀ブロック予選    
 男子団体  優勝
 男子個人　　及川大祐 優勝
 男子個人　　天野翔太 第２位
 男子個人　　長谷川虎太郎 第３位
 女子団体   準優勝

7月18日    県中総合 兼 県大会ブロック予選
 男子団体  優勝
 男子個人　　天野翔太 優勝
  　　　及川大祐 第3位
  　　　長谷川虎太郎 第3位
 女子団体  第3位

７月２５日    市中学校演劇発表会    
  最優秀賞（県大会進出）
　  舞台美術賞
　  審査員特別賞（集団の演技に対して）

８月６日    県中学校英語弁論大会県ブロック地区予選会         
 第９位

７月２９日    県南吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（支部代表・県大会進出）
８月９日     県吹奏楽コンクール　
  中学校Ａ部門        金賞（県大会４４校中１１位）
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