
　　　

深川　優樹 第57回神奈川県高等学校総合体育大会　陸上競技　男子200m　優勝　

三村　香菜実

藤山　有希 第57回神奈川県高等学校総合体育大会　陸上競技　女子三段跳　優勝

川瀬　未菜美 第61回神奈川県高等学校新人陸上競技大会　女子走幅跳　優勝

馬場園　怜生 第57回神奈川県高等学校総合体育大会　陸上競技　男子5000m　優勝　

(藤沢翔陵高等学校)

菊池　梨名 第61回神奈川県高等学校新人陸上競技大会　女子やり投　優勝

(弥栄高等学校)

梶本　保希 第23回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会　男子円盤投　優勝

(弥栄高等学校)

山田　瑛乃
(相原中学校)

鈴木　悠斗 第65回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会　男子2年100m　優勝

(田名中学校)

髙山　慧清 第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会第21回選手選考会　B男子110mハードル　優勝

(小山中学校)

神澤　沙花 第12回神奈川県小学生陸上競技交流大会　6年女子800m　優勝

(相模原陸上教室)

荻原　洸大 第9回神奈川県市町村対抗スキー競技会　距離　男子少年　優勝

鹿毛　一花
(上溝柔道教室)

服部　辰成 第53回神奈川県中学校総合体育大会　第62回神奈川県中学校柔道大会　男子個人66㎏級　優勝

木原　慧登

田中　詩音 第53回神奈川県中学校総合体育大会　第62回神奈川県中学校柔道大会　男子個人90㎏級　優勝

金杉　元太 第53回神奈川県中学校総合体育大会　第62回神奈川県中学校柔道大会　男子個人90㎏超級　優勝
(東海大学付属相模高等学校中等部)

第65回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会　女子3年100m　優勝
第32回神奈川県中学校選抜陸上競技大会　女子共通200m　優勝

第2回全国共済カップ　神奈川県小学生柔道大会　兼　令和元年度第16回全国小学生学年別
柔道大会県予選（強化選手選考会）小学4年生女子40㎏級　優勝

第53回神奈川県中学校総合体育大会　第62回神奈川県中学校柔道大会　男子個人73㎏級
優勝
令和元年度全国中学校体育大会　第50回全国中学校柔道大会　男子個人73㎏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等学校中等部)

(東海大学付属相模高等学校中等部)

第35回　Uｰ20/第13回U-18　日本陸上競技選手権大会　女子200m　優勝

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(にこにこｴﾝｼﾞｮｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ)

優秀選手（学生） 65名（敬称略）



畠山　悠青 第52回神奈川県中学校柔道大会新人戦　男子個人55㎏級　優勝

(相原中学校)

中見　岳 第52回神奈川県中学校柔道大会新人戦　男子個人66㎏級　優勝

有馬　雄生 令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　男子個人73㎏級　優勝

林　音樹 令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　神奈川県予選　男子個人60㎏級　優勝

笠　康介 令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　神奈川県予選　男子個人66㎏級　優勝

工藤　海人 令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　神奈川県予選　男子個人100㎏級　優勝

菅原　光輝

東山　祐汰 第74回国民体育大会　柔道競技　少年男子の部　神奈川県予選　先鋒の部（60kg級）優勝

近藤　那生樹 第74回国民体育大会　柔道競技　少年男子の部　神奈川県予選　中堅の部（90kg級）優勝

鈴木　春花 令和元年度神奈川県中学校総合体育大会バドミントン競技　女子シングルス　優勝　

(若草中学校)

齊田　真歩 令和元年度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　

(若草中学校)

星野　雅 令和元年度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　

(若草中学校)

福村　亜実 平成30年度神奈川県中学校バドミントン大会（共催大会）　女子ダブルス　優勝

(大野南中学校)

桜井　紗菜 平成30年度神奈川県中学校バドミントン大会（共催大会）　女子ダブルス　優勝

(大野南中学校)

岸田　南乃芭
(大野南中学校)

石若　湊太 令和元年度神奈川県バドミントン協会会長杯小学生大会　男子シングルス5年　優勝

(三条クラークJr.)

大友　輝真
(法政クラブ)

田中　美月
(三条クラークJr)

竿田　風奏
(三条クラークJr)

江藤　瑠奈 第49回神奈川県短水路選手権　高校生女子200m　平泳ぎ　優勝

(日大藤沢高校)

(東海大学付属相模高等学校)

第6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年生以下男子ダブルス　優勝
第25回神奈川県スポーツ少年団バドミントン交流大会　4年生男子シングルス　優勝

第18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年生以下女子シングルス　優勝
第6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年生以下女子ダブルス　優勝
第14回関東小学生バドミントン選手権大会（ダブルス戦）兼　第28回全国小学生バドミントン選手
権大会関東地区予選会　4年生以下女子ダブルス　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等学校)

令和元年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会　神奈川県予選　男子個人100㎏超級　優勝
平成31年度全日本カデ柔道体重別選手権大会　男子90kg超級　優勝
2019年世界カデ選手権大会　男子90kg超級　3位
2019年世界カデ選手権大会　男女混合団体戦　優勝

令和元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　女子シングルス　優勝

第6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年生以下女子ダブルス　優勝
第20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　女子Bグループ　優勝
第14回関東小学生バドミントン選手権大会（ダブルス戦）　兼　第28回全国小学生バドミントン選
手権大会関東地区予選会　4年生以下女子ダブルス　優勝

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)

(東海大学付属相模高等学校)



浅川　みちる 第29回神奈川県学童学年別水泳競技大会　2年生女子50m平泳ぎ　優勝

(相模原DC)

鈴木　玲奈
(相模丘中学校)

小堀　倭加
(日本大学)

石井　更紗
(相模原SSC)

古川　　舞
(相模原SSC)

齋藤　駿 第66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5000mリレー　優勝

(神奈川大学)

俵迫　瑛翔 第33回神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会　小太刀　3級～5級の部　優勝

(座間中学校)

西川　美羽 第33回神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会　小太刀　6級～7級の部　優勝

(光が丘小学校)

磯　藍里 第33回神奈川県スポーツチャンバラ選手権大会　長剣フリー　7級～10級の部　優勝

(新宿小学校)

渡辺　晴仁
(世田谷学園高等学校)

奥野　彪太
(世田谷学園高等学校)

日野原　海都 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　親子の部　最優秀賞

(相模原道院拳友会)

岡本　天馬 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　中学生男子の部　最優秀賞

河野　友希 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　中学生男子の部　最優秀賞

小川　莉央 2019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

斎藤　真穂 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　女子単演の部　最優秀賞

山口　七穂 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　論文の部　最優秀賞

(下溝ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

田原　圭 2019年度少林寺拳法　神奈川県大会　小学生単演の部　最優秀賞

(下溝ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

馬場　さくら
(Tiara RG)

ホワイトン謙心 WDSF　ジュニアⅠスタンダード（世界大会inバンコク2019）優勝

(D.T.S.ジュニア相模原)

ホワイトン夏奈実 WDSF　ジュニアⅠスタンダード（世界大会inバンコク2019）優勝

(D.T.S.ジュニア相模原)

第27回関東高等学校空手道選抜大会　男子団体形　優勝
第48回関東高等学校空手道大会　男子団体形　優勝

第27回関東高等学校空手道選抜大会　男子団体形　優勝
第48回関東高等学校空手道大会　男子団体形　優勝

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2戦
ノービスA　1500m　優勝

第43回関東中学校水泳競技大会　女子200m平泳ぎ　優勝（大会新）
第41回神奈川県ジュニア選手権水泳競技大会 兼 第74回国民体育大会県予選会 13～14歳女子100m平
泳ぎ　優勝・200ｍ平泳ぎ　優勝

第30回ユニバーシアード競技大会（2019/ナポリ）女子800m・女子1500ｍ自由形　優勝
FINAスイミングワールドカップ2019東京大会女子400m自由形 6位入賞、400ｍ個人メドレー 8位入賞

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2戦
ノービスA　500m　優勝

(神奈川嶽之内道院拳友会)

(神奈川嶽之内道院拳友会)

(相模原新宿ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

(相模原市北ｽﾎﾟｰﾂ少年団)

アジアジュニア新体操選手権大会　団体フープ2位　団体総合3位
世界ジュニア新体操選手権大会　団体フープ　団体リボン参加　15位



齋藤　康祐
(橋本高等学校)

齋藤　彰太 2019年　日本カヌースラローム選手権大会　男子カナディアン・シングル　第1位

(カヌー協会)

小野澤　嶺 令和元年度　全国少年少女カヌー大会　女子フラットスラローム　第1位

(カヌー協会)

白井　空良

小方　颯
(日本大学高等学校)

大塚　健

戸塚　優斗

東海大相模　4×100mリレーチーム 第57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

麻溝台中学校女子1年リレーチーム 第65回全日本中学校通信陸上競技神奈川県大会女子1年4×100mリレー　優勝

新町中学校 軟式野球部

東海大学付属相模高等学校　剣道部

令和元年度全国中学校体育大会第50回全国中学校柔道大会　男子団体　優勝

東海大学付属相模高等学校　柔道部

大野南中学校 バドミントン部

相模原市北スポーツ少年団 2019年度少林寺拳法神奈川県大会　小学生団体の部　最優秀賞

2019年　男子カヤック・シングルスラロームジャパンカップ
（男子カヤックシングル　第1戦・第3戦・第4戦　優勝）

第41回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会 男子15～16歳の部 200m・400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ優勝
第74回国民体育大会水泳競技大会少年男子B　4×100mフリーリレー　優勝

X GAMES(エックスゲームズ)ASPEN 2019 男子スノーボードビックエア 優勝
2018/2019 FIS スノーボードワールドカップ 男子スロープスタイル第1戦　優勝
2018/2019 FIS スノーボードワールドカップ 男子ビックエア第1戦 準優勝、第2戦優勝、第3戦準優勝

東海大学付属相模高等学校男子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部

神奈川総合産業高等学校 自転車競技部

第45回関東高等学校男子ソフトボール大会　優勝
第45回関東高等学校男子ソフトボール　神奈川県予選会　優勝

光明学園相模原高等学校 男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部

令和元年度神奈川県高等学校秋季バスケットボール大会　兼ウインターカッ
プ2019　令和元年度第72回全国高等学校バスケットボール選手権大会神奈川
県予選会　優勝

平成31年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第54回自転車競技大会 総合
優勝

第53回神奈川県中学校総合体育大会第51回神奈川県中学校バドミントン大会
男子団体　優勝

緑が丘中学校・ 大野台中学校　軟式野球部

東海大学付属相模高等学校中等部　柔道部

文部科学大臣杯第11回全日本少年春季軟式野球大会神奈川県予選　兼　第22
回関東少年新人軟式野球大会神奈川県予選　優勝

第57回神奈川県高等学校総合体育大会 柔道競技 兼 第68回全国高等学校総合
体育大会柔道競技大会　神奈川県予選会　男子団体の部　優勝

第53回神奈川県中学校総合体育大会第71回神奈川県中学校軟式野球大会　優勝

第57回神奈川県高等学校総合体育大会 剣道競技 兼　第66回全国高等学校総
合体育大会県予選　女子団体の部 優勝

(光明相模原高等学校)

(光明相模原高等学校)

Damn Am Japan（ダムナムジャパン）2019 優勝
ARK LEAGUE（アークリーグ）2019 IN SAMUKAWA オープンクラス 優勝
2019SLS WorldTour London 7位 入賞
Dew Tour（デューツアー）男子ストリート 準優勝
2019SLS WorldTour Los Angeles 6位 入賞
X GAMES Minneapolis 2019 男子スケートボードストリート 3位入賞

(光明相模原高等学校)

X GAMES(エックスゲームズ)ASPEN 2019 男子スノーボードスーパーパイプ 準優勝
FIS スノーボード世界選手権大会 スノーボードハーフパイプ 準優勝
2018/2019 FIS スノーボードワールドカップ 男子ハープパイプ 種目別総合優勝

優秀団体（学生） 12団体（敬称略）


