
　　　

岡本　裕太郎 第11回神奈川県小学生陸上競技交流大会 共通男子800m 優勝

(相模原陸上教室)

石原　真咲 第34回全国小学生陸上競技交流大会神奈川県予選会 共通女子走高跳 優勝

(相模原陸上教室) 第11回神奈川県小学生陸上競技交流大会 共通女子走高跳 優勝

関口　美桜
(相原中学校)

濵中　　悠 第71回神奈川県中学校陸上競技大会 男子走高跳 優勝

(藤野中学校)

鈴木　悠斗 第64回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会 男子1年100m 優勝

(田名中学校)

煙山　力輝斗 第56回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 男子ハンマー投 優勝

三村　香菜実 第56回神奈川県高等学校総合体育大会 陸上競技 女子100m 優勝

藤山　有希 第60回神奈川県高等学校新人陸上競技大会 女子走幅跳 優勝

岸田　朔人 第60回神奈川県高等学校新人陸上競技大会 男子やり投 優勝

第52回全国高等学校定時制・通信制陸上競技大会 神奈川県予選会 女子100m 優勝

西山　未奈美 第17回U20世界陸上競技選手権大会 女子3000m障害 出場

(松山大学)

小見　ちさと 第8回神奈川県市町村対抗スキー競技会 回転 女子少年、大回転 女子少年 優勝

遠藤　彬史 第8回神奈川県市町村対抗スキー競技会 距離 男子少年 優勝

武石　融知 第47回神奈川県中学校選抜剣道大会 優勝

山越　大地 第52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

(大沢中学校)

木原　慧登 第52回神奈川県中学校総合体育大会 柔道競技 男子個人66Kg級 優勝

服部　辰成 平成29年度神奈川県中学校新人柔道大会 男子個人60Kg級 優勝

天野　開斗 平成29年度神奈川県中学校新人柔道大会 男子個人73Kg級 優勝

(エクセルスキークラブ)

(相模原市役所スキークラブ)

(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)

(東海大学付属相模高校中等部)

第71回神奈川県中学校陸上競技大会 女子100mハードル 優勝
第53回神奈川県中学校陸上競技選手権大会 女子100mハードル 優勝
第64回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会 女子100mハードル 優勝

(東海大学付属相模高校中等部)

(麻溝台高校)

エクラリノ ジュアン

(神奈川総合産業高校)

(東海大学付属相模高校中等部)

(東海大学付属相模高校中等部)

優秀選手（学生） 59名（敬称略）



椙本　光真 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技 神奈川県大会 男子個人60Kg級 優勝

有馬　雄生 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技 神奈川県大会 男子個人73Kg級 優勝

大村　康太 平成30年度全国高等学校総合体育大会柔道競技 神奈川県大会 男子個人100Kg級 優勝

足立　海音 平成30年度全国高等学校柔道選手権大会 神奈川県大会 個人戦男子73Kg級 優勝

榎田　大人 平成30年度国民体育大会柔道少年の部 神奈川県大会 副将の部 優勝

竿田　風奏
(三条クラークJr.) 平成30年度第14回神奈川県バドミントン協会会長杯小学生ダブルス大会3年以下女子 優勝

平成30年度第28回会長杯小学生バドミントン大会女子シングルス2年以下 優勝

田中　美月
(三条クラークJr.) 平成30年度第24回神奈川県スポーツ少年団交流大会 3年以下女子シングルス 優勝

平成30年度第14回神奈川県バドミントン協会会長杯小学生大会 3年以下女子ダブルス優勝

大友　輝真 平成30年度第14回神奈川県バドミントン協会会長杯小学生大会3年以下男子ダブルス 優勝

(法政クラブ)

石若　湊太 第13回関東小学生バドミントン選手権大会 兼 第27回全国小学生バドミントン選手権大会

(三条クラークJr.) 関東地区予選会 4年以下男子シングルス 優勝

生和　詩絵里 平成29年度第5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

(若草Jr.B.C.) 優勝

岸田　南乃芭
(若草Jr.B.C.)

齊田　真歩 平成30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大会 女子ダブルス 優勝

(若草中学校)

星野　　雅 平成30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大会 女子ダブルス 優勝

(若草中学校)

福村　亜実 平成30年度関東中学生オープンバドミントン大会選手選考会 女子ダブルス 優勝

(大野南中学校)

桜井　紗菜 平成30年度関東中学生オープンバドミントン大会選手選考会 女子ダブルス 優勝

金成　志優 平成29年度神奈川県中学校バドミントン大会 女子シングルス 優勝

(大野南中学校)

川端　唯人 平成29年度神奈川県中学校バドミントン大会 男子シングルス 優勝

(大沢中学校) 第52回神奈川県中学校総合体育大会 バドミントン競技 男子シングルス 優勝

佐々木　鴻太 第52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

(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)

(東海大学付属相模高校)

(東海大学付属相模高校)

(麻溝台中学校)

(大野南中学校)

平成29年度第5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

平成30年度第19回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会神奈川県予選会 C女子シングルス 優勝

平成29年度第17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年女子シングルス 優勝

平成30年度第19回ﾀﾞｲﾊﾂ小学生ABCバドミントン大会神奈川県予選会A女子シングルス優勝



山﨑　純平 第52回神奈川県中学校総合体育大会 水泳競技 男子200m背泳ぎ 優勝

(相原中学校) 第40回神奈川県ジュニア選手権水泳競技大会 男子13-14歳 男子200m背泳ぎ 優勝

鈴木　玲奈 第52回神奈川県中学校総合体育大会 水泳競技 女子200m平泳ぎ 優勝

(相模丘中学校)

小堀　倭加 第40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CS200ｍ自由形・

800ｍ自由形 優勝

第18回アジア競技大会 女子1500ｍ自由形・女子800ｍ自由形 3位入賞

第73回国民体育大会水泳競技大会少年女子共通400m自由形 優勝

石井　更紗 アジアントロフィー ショートトラック 500m 優勝

(相模原SSC) 第11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1戦ノービスA女子 1500m 優勝

古川　　舞 アジアントロフィー ショートトラック 1000m･1500m 優勝

(相模原SSC) 第11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1戦ノービスA女子 500m･1000m 優勝

中山　うらら アジアントロフィー ショートトラック 500m･1000m･1500m 第4位

(相模原SSC)

桐生　　希 第11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B女子 500m･1000m･1500m 優勝

西川　美羽 第43回世界選手権大会(スポーツチャンバラ) 小太刀5～6級の部 第3位

(光が丘小学校)

松坂　香乃 2018年度少林寺拳法神奈川県大会 一般女子初段、二段の部 最優秀賞(第1位)

(神奈川嶽之内)

岡本　多聞 2018年度少林寺拳法神奈川県大会 中学生男子の部 最優秀賞(第1位)

(神奈川嶽之内)

重田　　輝 2018年度少林寺拳法神奈川県大会 中学生男子の部 最優秀賞(第1位)

(神奈川嶽之内)

岡本　天馬 2018年度少林寺拳法神奈川県大会 小学生の部A 最優秀賞(第1位)

(神奈川嶽之内)

河野　友希 2018年度少林寺拳法神奈川県大会 小学生の部A 最優秀賞(第1位)

(神奈川嶽之内)

スーパージャパンカップダンス全日本ジュブナイル選手権 スタンダード・ラテン 優勝

小中高校生全日本チャンピオンシップ 小学生高学年の部 スタンダード・ラテン 優勝

スーパージャパンカップダンス全日本ジュブナイル選手権 スタンダード・ラテン 優勝

小中高校生全日本チャンピオンシップ 小学生高学年の部 スタンダード・ラテン 優勝

稲垣　那奈子 神奈川県アマチュアゴルフ選手権　女子15～17歳の部 優勝

アニカ・ソレンスタム インビテーショナル アット ミッションヒルズ 優勝

齋藤　康祐 第73回国民体育大会カヌー競技大会 成年男子カヌースラローム・カヤックシングル

(橋本高校) (25ゲート) 優勝

(湘南工科大学附属高校)

ホワイトン　夏奈実

(D.T.S.ジュニア相模原)

ホワイトン　謙心
(D.T.S.ジュニア相模原)

第39回日本インターナショナルダンス選手権大会 ジュブナイル スタンダード・ラテン 優勝

(東京五日市カントリー倶楽部)

第39回日本インターナショナルダンス選手権大会 ジュブナイル スタンダード・ラテン 優勝



伊佐　風椰 ウィールズ オブ  フォーチュン9 アドバンス部門 優勝

(相模女子大学高等部) 第2回日本スケートボード選手権 ストリート部門 優勝

AJSAプロツアー第2戦 アジアンオープン レディースクラス 優勝

第18回アジア競技大会 スケートボード女子Park・Street 準優勝

第40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男子13～14歳の部
400m個人メドレー・200m平泳ぎ・4x100mフリーリレー 優勝

第73回国民体育大会水泳競技大会 少年男子B  200m個人メドレー・4×100ｍメドレーリレー

優勝

齋藤　　駿 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

ジュニア男子500ｍ　優勝

第65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少年男子500ｍ 優勝

ALL JAPAN HIPHOP DANCE CHAMPIONSHIP 2018 メガクルー部門　優勝

第27回 文部科学大臣賞 全日本ウェイクボード選手権大会　Super Men 優勝
2018年ウェイクシリーズ　アマツアー　優勝

日本選手権大会 平成30年度日本カヌースラロームジュニア選手権大会　K-1W　優勝

大野北中学校 野球部 文部科学大臣杯第10回記念全日本少年春季軟式野球大会神奈川県予選 兼

第21回関東少年新人軟式野球大会神奈川県予選 優勝

新町中学校 野球部 第52回神奈川県中学校総合体育大会 軟式野球競技 優勝

弥栄高等学校 剣道部 第56回神奈川県高等学校総合体育大会 剣道競技 男子団体の部 優勝

第52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

平成30年度神奈川県中学生選抜ジュニア強化バドミントン大会 女子団体の部

優勝

第68回関東高等学校女子ソフトボール大会 優勝

平成30年度神奈川県高等学校春季ソフトボール大会 優勝

平成30年度神奈川県中学校春季ハンドボール選手権大会 女子の部 優勝

平成30年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第53回自転車競技大会

総合優勝

神奈川総合産業高等学校 自転車競技部

(神奈川大学)

茂木　七海
(伊志田高校)

遠藤　春仁
(和光中学校)

八木　優芽
(相模女子大学高等部)

小方　　颯
(旭中学校)

大野南中学校 バドミントン部

第4回全日本トランポリン競技ジュニア選手権大会 女子10歳以下団体の部 優勝

光明学園相模原高等学校 女子ソフトボール部

ジョイスポーツクラブ相模原

共和中学校 ハンドボール部

相模女子大学中学部 バスケットボール部

優秀団体（学生） 9団体（敬称略）


