
　　　

鈴木　結莉 第10回神奈川県小学生陸上競技交流大会 共通女子800m 優勝

(相模原陸上教室)

正岡　　悠 第63回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会 男子共通400m 優勝

(清新中学校) 第30回神奈川県中学校選抜陸上競技大会 男子共通400m 優勝

北野　友美 第63回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会 女子共通走幅跳 優勝

(新町中学校)

秋山　和奏 第30回神奈川県中学校選抜陸上競技大会 女子共通走高跳 優勝

(新町中学校)

関口　美桜 第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会 女子B100mハードル 優勝

(相原中学校)

喜納　周吾朗 第55回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 男子200ｍ 優勝

藤山　有希 第55回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子走幅跳 優勝

徳原　京香 第55回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子400mハードル 優勝

(川和高校)

三村　香菜実 第59回神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子100m 優勝

多田　紗織 第59回神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子三段跳 優勝

西山　未奈美 第34回神奈川県高等学校女子駅伝競走大会 優勝 (第2区 区間賞)

(白鵬女子高校)

古谷　舞羽 第28回関東学生新人陸上競技選手権大会 女子走高跳 優勝

(日本体育大学)

赤坂　よもぎ 第35回全日本大学女子駅伝対校選手権大会 優勝 (第3区 第5位)

(名城大学)

近森　聖悟 第51回神奈川県中学校総合体育大会 柔道競技 男子個人90kg超級 優勝

(大野北中学校)

服部　辰成 第51回神奈川県中学校総合体育大会 柔道競技 男子個人60kg級 優勝
(東海大学付属相模高等学校中等部)

(東海大学付属相模高校)

(東海大学付属相模高校)

(東海大学付属相模高校)

(相模原中等教育学校)

優秀選手（学生） 45名（敬称略）



山科　良悟 平成29年度関東ジュニア柔道体重別選手権大会 男子個人81kg級 優勝

石川　智啓 第66回全国高等学校柔道大会神奈川県予選会 男子個人100kg超級 優勝

田中　美月 第27回神奈川県バドミントン協会会長杯小学生大会 女子シングルス2年以下 優勝

(三条クラークJr.)

石若　湊太 第16回神奈川県バドミントン協会会長杯小学生大会(新人戦) 2年以下男子シングルス 優勝

(三条クラークJr.) 第4回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会 3年以下男子ダブルス 優勝

第23回神奈川県スポーツ少年団交流大会 3年以下男子シングルス 優勝

高野　陽色 第4回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会 3年以下男子ダブルス 優勝

(三条クラークJr.)

川越　翔太 第12回関東小学生バドミントン選手権大会 兼 関東地区予選会  5年男子ダブルス 優勝

(三条クラークJr.)

星野　　雅 第4回神奈川県小学生バドミントン連盟ダブルス交流大会 5年女子ダブルス 優勝

(若草Jr.B.C.)

川端　唯人 平成29年度関東中学生オープンバドミントン大会選手選考会 男子シングルス 優勝

(大沢中学校)

金成　志優 第51回神奈川県中学校総合体育大会 バドミントン競技 女子ダブルス 優勝

(大野南中学校) 平成29年度全日本ジュニアバドミントン選手権大会神奈川県予選会 女子シングルス 優勝

平成29年度関東中学生オープンバドミントン大会選手選考会 女子シングルス 優勝

甲田　朱希 第51回神奈川県中学校総合体育大会 バドミントン競技 女子ダブルス 優勝

(大野南中学校)

江藤　瑠奈 平成29年度関東中学校体育大会 水泳競技 女子200m個人メドレー 優勝

(旭中学校)

日髙　颯哉 第51回神奈川県中学校総合体育大会 水泳競技 男子100m平泳ぎ 優勝

(緑が丘中学校)

末田　帆香 第31回関東身体障がい者水泳選手権大会(S8)25m女子背泳ぎ 優勝

(まんぼうサガミ)

小堀　倭加 第6回世界ジュニア水泳選手権大会 女子400m自由形 出場

第39回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 女子400m自由形 優勝

古川　　舞 第9回全日本ノービス＆ジュニアカップショートトラックスピードスケート選手権大会

(相模原SSC) 第2戦 ノービスB女子 総合優勝

(東海大学付属相模高校)

(東海大学付属相模高校)

(湘南工科大学附属高校)



石井　更紗 第10回全日本ノービス＆ジュニアカップショートトラックスピードスケート選手権大会

(相模原SSC) 第1戦 ノービスA女子 総合優勝

桐生　　希 第9回全日本ノービス＆ジュニアカップショートトラックスピードスケート選手権大会

(相模原SSC) 第2戦 ノービスC女子 総合優勝

齋藤　　慧 第28回ユニバーシアード冬季競技大会 ショートトラック男子5000mリレー出場

(神奈川大学)

齋藤　　駿
(相模原SSC)

重弘　喜一

渡辺　晴仁 第23回神奈川県青少年空手道選手権大会 形個人戦 中学3年生男子 優勝

(SKI相模原)

坂本　就馬 第72回国民体育大会ボウリング競技会 少年男子団体 優勝

(大野台中学校)

坂本　美彩 第51回神奈川県中学校総合体育大会 新体操競技 女子個人総合 優勝

(新町中学校) 第25回関東ジュニア女子新体操選手権大会 個人総合 優勝

第29回東京ジュニア新体操選手権大会 個人総合 優勝

柏木　寅瑠 第12回全国ブロック選抜U-12体操競技選手権大会 跳馬 優勝

(SRC体操クラブ) 第29回神奈川県ジュニア体操競技選手権大会 個人総合 優勝

第37回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル スタンダード、ラテン 優勝

第37回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権 ジュブナイル スタンダード、ラテン 優勝

山口　すず夏

小島　大地 2017カヌースラロームアジア選手権大会 U23男子カヤックシングル部門 出場

(早稲田大学) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 U23男子カヤックシングル チームレース 優勝

齋藤　康祐 2017カヌースラロームアジア選手権大会 ジュニア男子カヤックシングル部門 出場

(橋本高校)                                                         U23男子カヤックシングル チームレース 優勝

片野　柚斗 ウェイクシリーズ最終戦 inYABAKEI アマツアーMEN部門 優勝

(上溝中学校)

ISU世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会2017 男子3000mリレー 出場

(神奈川大学)

平成28年度全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 文部科学大臣楯争奪第37回個人の部(女子) 優勝

(共立女子第二高等学校)

ホワイトン　謙心
(D.T.S.ジュニア相模原) 第12回オールジャパン･ジュニアカップ2017 in東京 ジュブナイル スタンダード、ラテン 優勝

ホワイトン　夏奈実

(D.T.S.ジュニア相模原) 第12回オールジャパン･ジュニアカップ2017 in東京 ジュブナイル スタンダード、ラテン 優勝

第9回全日本ノービス＆ジュニアカップショートトラックスピードスケート選手権大会
第2戦 男子ジュニア500m 優勝

第64回全日本都道府県対抗ショートトラックスピードスケート競技会
男子成年500m､5000mリレー 優勝

ISU世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会2017 男子3000mリレー 出場



第55回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 男子4×100ｍリレー 優勝

大沢中学校 卓球部 第51回神奈川県中学校総合体育大会 卓球競技 男子団体の部 優勝

第51回神奈川県中学校総合体育大会 バスケットボール競技 女子の部 優勝

弥栄高等学校 男子バレーボール部 第55回神奈川県高等学校総合体育大会 バレーボール競技 男子の部 優勝

平成29年度天皇杯全日本バレーボール選手権大会 神奈川県予選 優勝

三条クラークJr.（バドミントン） 第23回若葉カップ神奈川県予選会 男子団体 優勝

第55回神奈川県高等学校総合体育大会 サッカー競技 男子の部 優勝

第55回神奈川県高等学校総合体育大会 ソフトボール競技 女子の部 優勝

平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第52回自転車競技大会

総合優勝

光明学園相模原高等学校 女子ソフトボール部

相模女子大学中学部 バスケットボール部

東海大学付属相模高等学校 陸上競技部

東海大学付属相模高等学校 サッカー部

神奈川総合産業高等学校 自転車競技部

優秀団体（学生） 8団体（敬称略）


