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神奈川県中学校体育連盟 平成２８年度各種大会報告

神奈川県中学校体育連盟
理事長 宮 澤 幸 寿

１ 第 50回神奈川県中学校総合体育大会（県中総体）
県央ブロック（綾瀬市・厚木市・愛川町・清川村・大和市・海老名市・座間市）を主

会場とし、7 月 27 日に綾瀬市民スポーツセンターで行われた総合開会式を皮切りに、
8 月 2 日までの 7 日間にわたり熱戦が繰り広げられました。16 種目に県内 8 ブロックの
厳しい予選会を勝ち抜いた約16,000名の選手たちが、大会スローガン『燃え上がれ 秘
める情熱 今ここに』のもと、全力で競技しました。そして、お互いに栄光を目指し競
い合う仲間の中から新たな交流と友情が生まれ、大会運営を支えた生徒役員の地道な協
力もあり、まさに「参加した中学生全員が輝いた」素晴らしい大会となりました。
また、陸上競技大会は、10月 8日に平塚市の Shonan BMW スタジアム平塚で、駅伝

競走大会は、11 月 5 日に横浜八景島海の公園周回コースで開催し、平成 28 年度の県中
総体も無事終了することができました。

２ 関東中学校体育大会
今年度も関東ブロック 1 都 7 県（東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県

・山梨県・神奈川県）の各会場で 16 種目（17 競技）が開催されました。8 月 5 日から
11 日の 7 日間で 16 種目と 12 月 3 日に山梨県南アルプス市で行われた関東中学校駅伝競
走大会に、神奈川県の代表選手が力の限りの好ゲームを繰り広げました。
本県においては、ハンドボール・柔道の 2 種目が開催されました。ハンドボールは、

藤沢市教育委員会・神奈川県ハンドボール協会のご協力のもと、8 月 8 日から 10 日ま
での 3 日間に神奈川県立体育センターで開閉会式及び競技を行いました。本県代表とし
て出場した女子の部では、横浜市立岩崎中学校が見事優勝を果たしました。男子の部で
は、同じく横浜市立岩崎中学校がベスト 8 入りを果たしました。柔道は、川崎市教育委
員会・神奈川県柔道連盟のご協力のもと、8 月 8 日から 10 日までの 3 日間に川崎市と
どろきアリーナで開閉会式及び競技を行いました。本県代表として個人戦に出場した、
男子 55Kg 級平塚市立金目中学校の木村力也さん、女子 44Kg 級相模原市立大野北中学
校の片野桃南さん・63Kg 級茅ヶ崎市立第一中学校の瀬戸亜香音さん・70Kg 級横浜市立
六角橋中学校の朝飛真実さんが見事優勝を果たしました。そして団体戦において、男子
では東海大学付属相模高等学校中等部、女子では横浜市立六角橋中学校が敢闘賞に選ば
れました。他都県で行われた大会においても、素晴らしい好試合・好成績が生まれ、多
くのチームや個人が神奈川県代表として全国大会への出場をつかむことができました。

３ 全国中学校体育大会
今年度の全国中学校体育大会は、北信越ブロックで開催され、8 月 17 日から 25 日ま

での 9 日間で、16 種目 16 競技の夏季大会が行われました。本県からは、団体競技に 14
チーム、個人競技は 10 種目に大勢の選手が参加し、神奈川県代表としてもてる力を充
分に発揮し、力の限り競技をしました。そうしたなか、団体競技では、女子卓球団体で
横浜隼人中学校、男子剣道団体で横浜中学校、女子剣道団体で横浜市立潮田中学校がそ
れぞれ 3 位、女子ハンドボールで横浜市立岩崎中学校がベスト 8、男子バレーボールで
横浜市立六角橋中学校がベスト 16 入りを果たしました。また個人では、男子ソフトテ
ニスで横浜市立領家中学校の澤田さん・工藤さんペアがベスト 16、女子卓球で横浜隼
人中学校の藤田奈子さんが 3 位、川崎市立宮内中学校の小林光優さんがベスト 16、男
子柔道 55 ｋｇ級で横浜市立六角橋中学校の望月心人さんが 5 位・女子柔道 70Kg 級で横
浜市立六角橋中学校の朝飛真実さんが見事優勝、女子柔道 63Kg 級で茅ヶ崎市立第一中
学校の瀬戸亜香音さん・70Kg 超級で同じく茅ヶ崎市立第一中学校の平野友萌さんが共
に 5 位、男子剣道で横浜市立戸塚中学校の小川夢希也さん・女子剣道で横浜市立潮田中
学校の杉本咲妃さんが共にベスト 8 入りを果たしました。陸上競技では、男子 800m で
藤沢市立片瀬中学校のクレイアーロン竜波さんが 2 位、男子 4 × 100 ｍＲで川崎市立宮
前平中学校が 3 位、女子走幅跳で南足柄市立足柄台中学校の藤山有希さんが 3 位入賞を
果たしました。水泳競技では、女子自由形 50・100 ｍで藤沢市立明治中学校の大内紗雪
さん、女子 200m 背泳ぎで横浜市立鶴ヶ峯中学校の泉原凪沙さん、男子自由形 100 ｍで
横浜市立港南中学校の須田悠介さん、男子背泳ぎ 200m で藤沢市立鵠沼中学校の松山元
哉さん、男子フリーリレー 400 ｍで横浜市立港南中学校が、見事に優勝を果たすなどめ
ざましい活躍がみられました。
また、12 月 17・18 日に滋賀県野洲市で行われた駅伝大会では、男子は横浜市立領家

中学校が 2 位に入り 3 年ぶりの入賞を飾り、女子は川崎市立井田中学校が 10 位に入り
共に初出場の２校は終盤まで競り合う粘りの走りで健闘をしてくれました。
他の種目においても多くの選手が輝かしい記録や好成績を残すことができました。こ

れらは、神奈川県内の中学生に大きな感動を与えるとともに、スポーツを実践している
中学生の今後へ夢と希望をもたらしてくれました。
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県央ブロック開催

備考

男子 寺尾 （横浜） 名瀬 （横浜） 宮前平 （川崎） 上菅田 （横浜）

女子 山内 （横浜） 茅ケ崎 （横浜） 中川西 （横浜） 上菅田 （横浜）

総合 山内 （横浜） 上菅田 （横浜） 橘 （川崎） 茅ケ崎 （横浜）

男子 宮前平 （川崎） 金沢・桐蔭 （横浜・横浜） 港南 （横浜）

女子 谷本 （横浜） 西中原 （川崎） 厚木 （厚木） 港南 （横浜）

総合 金沢 （横浜） 西中原 （川崎） 港南 （横浜） 宮前平 （川崎）

男子 豊田 （横浜） 坂本 （横須賀） 六ツ川 （横浜） アレセイア湘南 （茅ヶ崎）

女子 鶴ヶ峯 （横浜） 戸塚 （横浜) 旭北 （横浜） 本郷 （横浜）

サッカー 男子 桐光学園 （川崎） 岩崎 （横浜） 桐蔭学園 （横浜） 葉山 （葉山）

男子 岩崎 （横浜） 湘南学園 （藤沢） 西中原 （川崎） 野川 （川崎）

女子 岩崎 （横浜） 川和 （横浜） 生田 （川崎） 南加瀬 （川崎）

軟式野球 男子 桐蔭学園 （横浜） 相模台 （相模原） 秋葉台 （藤沢） 文命 （開成）

男子
東海大学付属相模
高等学校中等部 （相模原） 松本 （横浜） 上の宮 （横浜） 宮前平 （川崎）

女子 末吉 （横浜） 豊田 （横浜） あざみ野 （横浜）
東海大学付属相模
高等学校中等部 （相模原）

男子 西中原 （川崎）

女子 太洋 （平塚） 森村学園中等部 （横浜） 神奈川学園 （横浜） 大綱 （横浜）

男子 六ツ川 （横浜） 岡本 （南足柄） 成瀬 （伊勢原） 緑が丘・早渕 （横浜・横浜）

女子 相武台 （相模原） 御成 （鎌倉） 大津 （横須賀） 田浦 （横須賀）

男子 領家 （横浜） 西谷 （横浜） 国府 （大磯） 大磯 （大磯）

女子 領家 （横浜） 大磯 （大磯） 大住 （平塚） 上鶴間 （相模原）

男子 万騎が原 （横浜） 西本郷 （横浜） 鶴間 （大和） 城山 （綾瀬）

女子 横浜隼人 （横浜） 万騎が原 （横浜） 旭が丘 （寒川） 鴨宮 （小田原）

男子 南が丘 （横浜） 茅ケ崎 （横浜） 本郷 （横浜） もえぎ野 （横浜）

女子 大谷 （海老名） 橘 （小田原） 川中島 （川崎） 中川西 （横浜）

男子 横須賀学院 （横須賀） 桐蔭学園 （横浜）

女子 つきみ野 （大和） 万騎が原 （横浜） 松林 （茅ヶ崎） 日限山 （横浜）

男子
東海大学付属相模
高等学校中等部 （相模原） 第一 （茅ヶ崎） 金目 （平塚） 追浜 （横須賀）

女子 第一 （茅ヶ崎） 六角橋 （横浜） 相洋 （小田原） 金目 （平塚）

男子 潮田 （横浜） 戸塚 （横浜） 保土ヶ谷 （横浜） 横浜 （横浜）

女子 都田 （横浜） 潮田 （横浜） 六角橋 （横浜） 戸塚 （横浜）

相　撲 男子 南河原 （川崎） 富士見 （川崎） 田名 （相模原） 川中島 （川崎）

男子 領家 （横浜） 宮前平 （川崎） 大津 （横須賀） 寺尾 （横浜）

女子 井田 （川崎） 万騎が原 （横浜） 春日野 （平塚） はるひ野 （川崎）

第１位 第２位 第３位　　（第４位）

陸上競技

平成２８年度　第５０回　神奈川県中学校総合体育大会種目別競技成績

水泳競技

バスケットボール

ハンドボール

体操

新体操

ソフトボール

柔　道

剣　道

駅伝競走

バレーボール

ソフトテニス

卓　球

バドミントン
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神奈川県中学校体育連盟

種　　目 性 県総体 関東大会 全国大会 性 県総体 関東大会 全国大会

1 陸上競技 男 女

2 水泳競技 男 女

豊　田 （横浜）  １　位 ３位 予選リーグ 鶴ヶ峯 （横浜）  １　位 ベスト８

坂　本 （横須賀）  ２　位 ベスト８ 戸　塚 （横浜）  ２　位 ２回戦

桐光学園 （川崎）  １　位 １回戦

岩　崎 （横浜）  ２　位 １回戦

岩　崎 （横浜）  １　位 ベスト８ 岩　崎 （横浜）  １　位 優勝 ベスト８

湘南学園 （藤沢）  ２　位 １回戦 川　和 （横浜）  ２　位 １回戦

桐蔭学園 （横浜）  １　位 ベスト８

相模台 （相模原）  ２　位 ベスト８

東海大相模 （相模原）  １　位 ８位 末　吉 （横浜）  １　位 １１位

松　本 （横浜）  ２　位 １２位 豊　田 （横浜）  ２　位 １２位

西中原 （川崎）  １　位 太　洋 （平塚）  １　位 ３位 ９位

森村学園 （横浜）  ２　位 １１位

神奈川学園 （横浜）  ３　位 ７位

大　綱 （横浜）  ４　位

六ツ川 （横浜）  １　位 ３位 ベスト１６ 相武台 （相模原）  １　位 ５位 決勝トーナメント１回戦

岡　本 （南足柄）  ２　位 ５位 予選リーグ 御　成 （鎌倉）  ２　位 １回戦

成　瀬 （伊勢原）  ３　位 １回戦 大　津 （横須賀）  ３　位 １回戦
緑が丘・早渕 （横浜）  ３　位 １回戦 田　浦 （横須賀）  ４　位 １回戦

領　家 （横浜）  １　位 ベスト８ 領　家 （横浜）  １　位 ベスト８

西　谷 （横浜）  ２　位 ２回戦 大　磯 （大磯）  ２　位 ２回戦

国　府 （大磯）  ３　位 ２回戦 大　住 （平塚）  ３　位 １回戦

大　磯 （大磯）  ４　位 ベスト８ 上鶴間 （相模原）  ４　位 １回戦

万騎が原 （横浜）  １　位 代表決定トーナメント勝ち 第１ステージ 横浜隼人 （横浜）  １　位 優勝 ３位

西本郷 （横浜）  ２　位 代表決定トーナメント敗退 万騎が原 （横浜）  ２　位 代表決定トーナメント敗退

鶴　間 （大和）  ３　位 第１ステージ 旭が丘 （寒川）  ３　位 代表決定トーナメント敗退

城　山 （綾瀬）  ４　位 第１ステージ 鴨　宮 （小田原）  ４　位 代表決定トーナメント敗退

南が丘 （横浜）  １　位 ２回戦 大　谷 （海老名）  １　位 ベスト８

茅ケ崎 （横浜）  ２　位 ２回戦 　橘 （小田原）  ２　位 １回戦

本　郷 （横浜）  ３　位 １回戦 川中島 （川崎）  ３　位 ２回戦

横須賀学院 （横須賀）  １　位 準優勝 １回戦 つきみ野 （大和）  １　位 ２回戦

万騎が原 （横浜）  ２　位 ２回戦

東海大相模 （相模原）  １　位 ５位 予選リーグ 第　一 （茅ヶ崎）  １　位 ５位 予選リーグ

第　一 （茅ヶ崎）  ２　位 ２回戦 六角橋 （横浜）  ２　位 ５位

追　浜 （横須賀）  ３　位 １回戦 金　目 （平塚）  ３　位 １回戦

金　目 （平塚）  ３　位 １回戦

潮　田 （横浜）  １　位 ベスト１６ 都　田 （横浜）  １　位 優勝

戸　塚 （横浜）  ２　位 ベスト１６ 潮　田 （横浜）  ２　位 ３位 ３位

保土ヶ谷 （横浜）  ３　位 予選リーグ 六角橋 （横浜）  ３　位 予選リーグ

横　浜 （横浜）  ３　位 予選リーグ ３位 戸　塚 （横浜）  ３　位 予選リーグ

六角橋 （横浜）  ５　位 予選リーグ 神　明 （横須賀）  ５　位 ベスト１６

　旭 （相模原）  ５　位 予選リーグ 湘　洋 （藤沢）  ５　位 予選リーグ

南河原 （川崎）  １　位 ベスト８ 決勝トーナメント1回戦

富士見 （川崎）  ２　位 ３位

田　名 （相模原）  ３　位 ベスト１６

川中島 （川崎）  ３　位 ベスト８

平　間 （川崎） 予選

領家 （横浜）  １　位 ２位 ２位 井田 （川崎）  １　位 ４位 １０位

宮前平 （川崎）  ２　位 １５位 万騎が原 （横浜）  ２　位 １６位

大津 （横須賀）  ３　位 ２４位 春日野 （平塚）  ３　位 ２３位

寺尾 （横浜）  ４　位 ２３位 はるひ野 （川崎）  ４　位 ２０位

平成２８年度関東・全国中学校体育大会種目別  団体 競技成績

4 サッカー 男 女

学　校　名 学　校　名

3 バスケットボール

5 ハンドボール 男 女

男 女

6 軟式野球 男 女

7 体　　　操 男 女

9 バレーボール 男 女

8 新　体　操 男 女

10 ソフトテニス 男 女

11 卓　　　球 男 女

12 バドミントン 男 女

13 ソフトボール 男 女

17 　駅伝競走 男 女

14

16 相　　　撲 男 女

15 剣　　　道 男 女

柔　　　道 男 女
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神奈川県中学校体育連盟
種　　目 性 氏　　名 学 校 名 関東大会 全国大会 氏　　名 学校名 関東大会 全国大会

永山敬規 早　渕 （横浜） １位 ５位 １１位 平野圭人 茅ケ崎 （横浜） ４位 １６位
築山翔馬 矢　向 （横浜） ２位 ３位 ２２位 成井　翔 東海大相模 （相模原） ２８位

小林祐大朗 鴨志田 （横浜） ３位 １３位 成井　優 東海大相模 （相模原） ３３位
中村瑠那 あざみ野 （横浜） １位 １８位 青田萌楓 長　後 （藤沢） ４位 １３位 ３７位
柏木淑里 セシリア女子 （鎌倉） ２位 １６位 辻前綾里 末　吉 （横浜） ２２位
蛭海　和 千　代 （小田原） ３位 １２位 ２５位 田上歩果 豊　田 （横浜） ３５位　　
坂本美彩 新　町 （相模原） １位 ７位、フープ６位 １３位、ロ１０位、フ１４位 白川純凪 中川西 （横浜） ４位 ２７位

野村明日香 鶴ヶ峯 （横浜） ２位 １１位 ３１位、ロ３３位、フ２６位 上中純乃 稲　田 （川崎） ５位 ２７位
鈴木沙菜 小山台 （横浜） ３位 ２３位
澤田・工藤 領　家 （横浜） １位 ベスト１６ ベスト１６ 山口・伊東 大　磯 （大磯） ５位 ３回戦
島﨑・加藤 国　府 （大磯） ２位 ２回戦 栁川・配島 城　北 （小田原） ６位 ２回戦

小野寺・神﨑 有　馬 （海老名） ３位 ベスト１６ １回戦 師　・　甲 領　家 （横浜） ７位 ２回戦
大畑・金子 六　会 （藤沢） ４位 ３回戦 松尾・金木 大　磯 （大磯） ８位 １回戦
髙𣘺𣘺𣘺𣘺・伊東 大　磯 （大磯） １位 ベスト１６ １回戦 藤田・小宮 大　住 （平塚） ５位 ３回戦
横沢・福田 つきみ野 （大和） ２位 ２回戦 坂間・好田 大　住 （平塚） ６位 ２回戦
為我井・長谷川 領　家 （横浜） ３位 ３回戦 柳　・浦澤 御　幸 （川崎） ７位 ３回戦
橋詰・大坪 領　家 （横浜） ４位 ３回戦 吉田・田口 つきみ野 （大和） ８位 ２回戦
福澤昇悟 上和田 （大和） １位 ３回戦 近藤天空 荏田南 （横浜） ８位 ２回戦
市川隼秀 中川西 （横浜） ２位 ３回戦 遠藤幹太 井　田 （川崎） ９位 ２回戦
松井　翔 いずみ野 （横浜） ３位 ２回戦 内池駿介 宮　崎 （川崎） １０位 １回戦
小野寺幹 岡　津 （横浜） ４位 ２回戦 桑野　晃 南　菅 （川崎） １１位 １回戦
相川　誉 西本郷 （横浜） ５位 ２回戦 鈴木　歩 玉　川 （厚木） １２位 ２回戦
安田　湧 関東六浦 （横浜） ６位 ２回戦 武田　涼 西本郷 （横浜） １３位 ２回戦
牛山陽介 由野台 （相模原） ７位 ３回戦 秋山佑律 美しが丘 （横浜） １４位 １回戦
青木優佳 横浜隼人 （横浜） ２位 ３位 ２回戦 遠藤優葉 横浜隼人 （横浜） １０位 ３回戦
小畑美月 横浜隼人 （横浜） ５位 ３位 ３回戦 武山真子 大　沢 （相模原） １１位 ２回戦
遠山美涼 横浜隼人 （横浜） ３位 ３回戦 松井薫音 横浜隼人 （横浜） １２位 ベスト８ ３回戦
藤田奈子 横浜隼人 （横浜） ４位 ベスト１６ ３位 生沼絢美 鴨　宮 （小田原） １３位 ２回戦
堀田優果 横浜隼人 （横浜） ５位 ベスト１６ １回戦 萩野雛子 鴨　宮 （小田原） １４位 ３回戦
小林光優 宮　内 （川崎） ６位 ベスト１６ 佐藤帆華 横浜隼人 （横浜） １５位 ２回戦

新井和夏葉 横浜隼人 （横浜） ７位 ベスト１６ １回戦 佐伯友紀奈 横浜隼人 （横浜） １６位 ２回戦
松本紗陽花 日本女子 （川崎） ８位 ベスト８ １回戦 長本彩里 横浜隼人 （横浜） １７位 ２回戦
冨田真子 横浜隼人 （横浜） ９位 ベスト１６ １回戦
平本錦樹 小　鮎 （厚木） １位 ３位 ２回戦 當間雄哉 あかね台 （横浜） ３位 ２回戦
小野泰平 渡　田 （川崎） ２位 ２回戦
郡司莉子 大   谷 （海老名） １位 ３位 １回戦 小松崎萌歌 渡　田 （川崎） ３位 ２回戦
髙橋千夏 つきみ野 （大和） ２位 ２回戦
岡島・佐藤 南が丘 （横浜） １位 ベスト８ 久保・相澤 もえぎ野 （横浜） ３位 １回戦
青木・森永 南が丘 （横浜） ２位 ２回戦
須田・田中 柏ヶ谷 （海老名） １位 ２回戦 齊木・庄司 鴨　居 （横浜） ３位 １回戦
立岡・遠山 橘 （小田原） ２位 ２回戦

＜５０ｋｇ級＞ ＜７３ｋｇ級＞
宮田賢作 金　目 （平塚） １位 ２回戦 ３回戦 髙橋真輝 深　谷 （横浜） １位 ３回戦 １回戦
奥山椋太 岡　津 （横浜） ２位 １回戦 山本成寿 桐蔭学園 （横浜） ２位 ３回戦
大平航大 相　洋 （小田原） ３位 １回戦 瀬戸口征輝 相　洋 （小田原） ３位 ３回戦

＜５５ｋｇ級＞ ＜８１ｋｇ級＞
望月心人 六角橋 （横浜） １位 準優勝 ５位 佐藤涼火 東海大相模 （相模原） １位 ３回戦 ２回戦
木村力也 金　目 （平塚） ２位 優勝 猪熊友海 第　一 （茅ヶ崎） ２位 ３回戦
林　音樹 東海大相模 （相模原） ３位 ２回戦 西岡伊織 東海大相模 （相模原） ３位 １回戦

＜６０ｋｇ級＞ ＜９０ｋｇ級＞
東山祐汰 六角橋 （横浜） １位 ３回戦 ３回戦 米山正剛 海　西 （海老名） １位 ２回戦 ２回戦
横山慶成 谷　口 （相模原） ２位 ２回戦 工藤海人 松　浪 （茅ヶ崎） ２位 ３回戦
須永陸也 桐蔭学園 （横浜） ３位 １回戦 八髙新之助 第　一 （茅ヶ崎） ３位 １回戦

＜６６ｋｇ級＞ ＜９０ｋｇ超級＞
中島大成 相　洋 （小田原） １位 ３回戦 ２回戦 藤島将太 東海大相模 （相模原） １位 ３位 ３回戦
織茂峻伍 港　南 （横浜） ２位 １回戦 山本銀河 東海大相模 （相模原） ２位 ３回戦
野地鴻介 金　目 （平塚） ３位 １回戦 葉山喜士 鵠　沼 （藤沢） ３位 １回戦

＜４０ｋｇ級＞ ＜５７ｋｇ級＞
山口弘衣 東　橘 （川崎） １位 ３位 ２回戦 込山未菜 相　洋 （小田原） １位 準優勝 ３回戦
草野琴実 金　目 （平塚） ２位 １回戦 平野伶奈 浦　賀 （横須賀） ２位 ２回戦

＜４４ｋｇ級＞ ＜６３ｋｇ級＞
片野桃南 大野北 （相模原） １位 優勝 ３回戦 瀬戸亜香音 第　一 （茅ヶ崎） １位 優勝 ５位
植木花乃 西 （秦野） ２位 準優勝 熊坂夢夏 大野北 （相模原） ２位 １回戦

＜４８ｋｇ級＞ ＜７０ｋｇ級＞
長友瑠奈 寺　尾 （横浜） １位 ２回戦 ２回戦 朝飛真実 六角橋 （横浜） １位 優勝 優勝
井上実緒 金　目 （平塚） ２位 １回戦 田中音子華 坂　本 （横須賀） ２位 ２回戦

沼沢和実 南　 （座間） ３位 １回戦
＜５２ｋｇ級＞ ＜７０ｋｇ超級＞

谷　朱音 第　一 （茅ヶ崎） １位 準優勝 ３回戦 平野友萌 第　一 （茅ヶ崎） １位 準優勝 ５位
猪川そよ 谷　口 （相模原） ２位 １回戦 小宮奈々 相　洋 （小田原） ２位 ２回戦

小川夢希也 戸　塚 （横浜） １位 ベスト１６ ベスト８ 津城玲志 久里浜 （横須賀） ４位 ベスト３２
薄　裕斗 浜　岳 （平塚） ２位 ベスト８ 飯嶋絋輝 潮　田 （横浜） １回戦
遠藤航介 六角橋 （横浜） ３位 ベスト１６
杉本咲妃 潮　田 （横浜） １位 優勝 ベスト８ 澤田百花 金　旭 （平塚） ４位 ベスト３２
北川知佳 富士見 （川崎） ２位 ベスト３２ 飯田実佑 潮　田 （横浜） １回戦
阿部真奈 潮　田 （横浜） ３位 ベスト３２
石塚礎男 富士見 （川崎） １位 ベスト１６ ２回戦 高堂凌治 富士見 （川崎） ３位 ベスト１６ 予選敗退

佐々木主税 田　名 （相模原） ２位 ベスト１６ ３回戦 野地嵩良 箱　根 （箱根） ４位 ベスト１６

女
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