
平成29年度第59回神奈川県高等学校新人陸上競技大会
【競技会　ド17141003】

期日：平成29年9月16日（土）・17日（日）・23日（土）・24日（日）

会場・横浜市営三ッ沢陸上競技場【競技場コード142070】
l萩王文芸コ‾ド17141UUJ」　　　　　　　　　　　　　　　　下切●’■尺’【■‖‘コ‾／V、任■⊥机⊥八朔■月γ】‘ノ、‾例‾　　　　　　記録主任　山崎正俊 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8位 

日付 �種目 �1位 �2イ立 �3位 �4イ立 �　5位 松本昇大（2）11．14 菅 �　6位 井原大志（2）11．18 桐蔭学園 �　7位 椎野稜也（2）11・20 川崎市立橘 ��伊藤楓汰（2）11・24 横浜商 

9／17 �男子100m 風：一0．7 �山本祐大（2）10．87 法政二 �野口友希（2）10．88 横須賀 �深川優樹（1）10．90 東海大相模 �三浦励央奈（2）10．93 法政二 

9／23 �男子200m 風：十1．7 �三浦励央奈（2）21．48 法政二 �山本祐大（2）　21．58 法政二 �野口友希（2）　21．60 横須賀 �石崎晴貴（2）　21．79 相模原総合 �柏洋 �村石怜司（2）　22，15 横浜隼人 �安藤椰（2）　22．21 湘南工大附 ��安藤慶祐（1）　58．12 法政二 

9／16 �男子400m �相伴　　　　　　　　　　GR �須田竜一（2）　48．60 法政二 �石崎晴貴（2）　49．23 相模原総合 �長崎烈（2）　49．90 希望ヶ丘 �大石力（2）　49．98 磯子 �菊池慶人（2）　50．46 三浦学苑 �池田成瀬（2）50．99 光明相模原 笠羽秀輝（2）2：00．22 日大 ／＼4・0052 

9／24 �男子800m �相洋　　　　　　　　　CR �松本純弥（2）1：54．66 法政二 �木村湧冬（2）1：54．81 市立金沢 �遠藤楓人（2）1：55．93 光陵 �関根勇磨（2）1：56．89 湘南工人附 �浅利九大（2）1：57．53 相伴 謹告′ゝミん ���山田　俊輝（1）　　4・0165 

9／t6 �男子1500m �内田隼太（2）3：52．91 法政二　　　GR �石川昌樹（2）3：55．41 法政二 �相洋 �児玉真輝（1）3：57．日 鎌倉学園 �力石暁（1）　3：57．70 鎌倉学園 �目井木希（2）3：59．45 逗子開成 �櫛野公資（2） 慶應 ��川崎市立橘 　り史（2）14・5815 

9／24 �男子5000m �内田隼太（2）14：26月9 法政二　　　GR �児玉兵庫（1）14：40．42 鎌倉学園　　　CR �力石暁（1）14：41．04 鎌倉学園 �藤井陽向（2）14：46．86 法政二 �鈴木海斗（2）14：51．95 相洋 �中山大地（2）14：54．43 相洋 �福士陽都（2）14：55．10 川崎市立橘 　血 ��森田閂 慶応藤沢 ‾一慶次（1）1534 

9／24 �男子 風：－1．0 �久保田竜成（2）14．95 相伴 �大矢倍樹彦（2）15．06 三浦学苑 �内野隼杜（2）15．13 三浦学苑 �斉藤佳樹（1）15．15 荏田 �谷口寛樹（2）15．23 相洋 �佐藤等也（2）15．29 横須賀大津 �植田大月（2）15．32 桐蔭学園 ��鍋フt 川崎市立楠 久竜先（2）5777 

9／17 �男子 �陰山彩大（2）　54．17 逗子 �田中壮樹（2）　54．31 法政二 �右田時大（2）　54，57 市立金沢 �寺岡舜斗（2）　55．61 柏陽 �石川大吉（2）　56．02 霧が丘 �益田海聖（2）　56．18 法政二 �佐藤等也（2）56．49 横須賀大津 　由． ��保田月 和洋 　　9・5219 

9／17 �（0．914m） �綱島辰弥（2）9：35．77 湘南学院 �奥固翔太（2）9：36．38 法政二 �石田彗（2）　9：40．48 藤沢西 �小野田鹿吾（2）9：42，32 三浦学苑 �吉村楓斗（2）9：47．29 鎌倉学園 �鈴木凱斗（2）9：49．20 横浜 �飯田統寅（2）9：51．71 相洋 ��田中方樹（2） 麻橋台 　也（1）25・2820 

9／23 �男子5000mW �布施大貴（2）23：47．19 霧が丘 �平岡昌敏（2）24：09．91 中大附横浜 �竹内新（2）　24：14．40 横浜 �有泉瑠海（2）24：29．42 麻構台 �高田梓太朗（2）24：39．74 逗子開成 �土方悠太郎（2）25：05．22 麻布大附属 �羽賀飛鳥（2）25：28．09 平塚江南 ��原田憤 横浜 三浦学苑　44．07 秋山凌雅（2） 

9／17 �男子4X100mR �法政二　　　　　　　　41．88 �相洋　　　　　　　　43．00 �荏田　　　　　　　　43．18 �東海大相模　　　　　43．32 �慶應　　　　　　　　43．47 �山手学院　　43，84 高橋海斗（2） �柏陽　　　44．01 鈴木雄介（2） 

田中　壮樹（2） �高梨　和美（1） �望月　三綺（1） �岩崎　春作（2） �山岸　浩（2） 

山本　祐大（2） �メルドラム　アラン（2） �富永　俊輔（2） �深川　優樹（1） �小泉　開（2） �近藤　一輝（2） �寺岡舜斗（2） 一本（2） ��大矢惰樹彦（2） 内野隼杜（2） 

渡連∵羊翔（1） 三浦励央奈（2） �森木龍弥（1） 山本毅（1） �山口朝（2） 関口尚畔（2） �河本明日雅（2） 西田昌平（2） �阿部巽（2） 見目亮太（1） �上釜楓太（2） 貴志優彦（2） �木寸陽希 西岡健伸（2） ��長谷川聖（2） 横須賀大津　3：25．32 山村紅陽（2） 

9／24 �男子4×400mR �相洋　　　　　　　　3：10．89 �法政二　　　　　　3：10．91 �希望ヶ丘　　3：19．73 11 �湘南工大附　3：20．54 斉藤俊一郎（1） �市立金沢　　3：21．23 右田時大（2） �菅　　　3：21．44 石井洗介（2） �荏田　　　3．21．87 関口尚畔（2） 

クレイア一口／　GR 森木龍弥（1） �田中壮樹（2）　GR 三浦励央奈（2） �長崎烈（2） 寺田空雅（1） �関根　勇磨（2） �大川　楓斗（1） �黒滝　傭人（2） �小山　光希（2） ��佐藤　等也（2） 

山本毅（1） メルドラムアラン（2） �須田竜一（2） 山本祐大（2） �鈴木悠真（1） 濱野兼多（1） �角田　翔輝（2） �石井　竜太（2） �草刈　諒太（2） �富永　俊輔（2） ��小出　知史（2） 
安藤　郁（2） �安田　隼人（1） �堀江　友幸（2） �山口　朝（2） ��角屋陽太（2） 　　　　　5 

9／23 �男子走高跳 �井上　史隆（1）　　　1m98 �和内秀龍（2）1m94 荏田 �佐藤　夕波（2）　　　1m94 �佐々木　隆良（2）　　1m90 �吉崎　和希（2）　　　1m90 �平川　雄大（2）　　　1m90 �石原一樹（2）1m85 横浜清風　　　7位 ��小島直也（2）1m8 秦野総合　　　7位 
川崎市立橘 ��麻布大附属 �川崎市立棉 �旭丘 �東海大相模 

関谷貴之（2）1m85 横浜清風　　　7位 ��幸山諒太（2）1m85 立花学園　　　7位 

9／16 �男子棒高跳 �土生　悠椎（1）　　　　4m60 �石渡　雄也（2）　　　　4m50 �多田　雅治（2）　　　　4m40 �赤川　公規（2）　　　4m30 � �山崎　仲之輔（1）　　　4m30 � ��山舘虹太（2）　4mlO 横浜清風 
横浜清風 �法政二 �法政二 �湘南学院 ��金井 

梶ヶ谷一星（2）4m30 川崎市立橘 ��中野隼斗（1）　4m30 金井 

9／16 �男子走幅跳 �秋山裕樹（2）7m18（＋1．4） 川崎市立橘 �正岡惇（2）6m64（＋0．7） 菅 �小出　知史（2）　6m58（＋0．8） �日山　太陽（1）　6m58（＋0．9） �塩嶋　璃央（1）　6m57（＋1．4） �風間　諒（2）　　6m52（＋0．2） �保利　地洋（1）　6m44（＋1．2） ��畠山　剛（2）　　6m42（＋0．3） 
横須賀大津 �荏田 �横須飼学院 �小田原 �法政二 ��川崎市立柚 

9／24 �男子三段跳 �畠山剛（2）14m20（一0．2） 川崎市立橘 �祖父江雄太（2）14mll（0．0） 向上 �加藤雅樹（2）13m99（＋0．4） 荏田 �池内　司（2）　13m87（十1．1） �竹下　航平（2）13m51（＋1．1） �塩嶋　璃央（1）13m40（＋1．2） �武田　翔太（1）13m39（－0．7） ��石岡　勇真（2）13m38（一0．2） 
希望ヶ丘 �弥栄 �横須賀学院 �慶應 ��東海大相模 

9／17 �男子砲丸投 （6．000kg） �下山翔平（2）13m90 川和 �杉山正悟（2）13mll 茅ヶ崎西浜 �川崎新司（2）12m88 鶴見 �木村　博超（1）　　12m41 �鈴木　豪太（2）　　12m20 �原　慎一（2）　　　　11m97 �相澤　柘海（2）　　11m76 ��大久保　楓鈍くH　　　Hm74 
市立金沢 �向の岡、1二 �川崎工科 �川 �崎市立楠 �森が丘 

9／23 �男子円盤投 （1．750kg） �謙山亮太（2）　40m90 秦野総合 �杉山正悟（2）　40m28 茅ヶ崎西浜 �深川　渓介（2）　　　39m40 �斎藤　祥太郎（1）　　36m64 �鈴木　豪太（2）　　　36m42 �関口　篤紀（2）　　　35m29 �永井　佑樹（2）　　　34m87 ��スムリガリク（2）34m18 森村学園 
修悠館横須賀 �綾瀬 �向の岡上 �武相 �茅ヶ崎西浜 

9／16 �（6．000kg） �相澤拓海（2）　43m14 川崎市立橘 �煙山力輝斗（2）43mlO 東海大相模 �池場俊一（2）　42m06 瀬谷西 �高木大地（2）　40m93 瀬谷酉 �関口篤紀（2）　40m43 武相 �福島号佑（2）　38m93 東海大相模 �長谷和樹（2）　35m36 三浦学苑 ��小野瑛希（1）35m03 小田原城北工 　　546 

9／24 � �江尻剛大郎（2）59m09 弥栄 �原慎一（2）　56m63 川崎工科 �長谷川友人（2）55m26 横須賀明光 �大岡修士（2）　54m69 霧が丘 �金井泰亮（2）　54m20 海老名 �青木風凱（2）　54m05 平塚学園 �佐々木良輔（2）52m36 法政二 　　　占 ��酒井啓登（2）1m 中大附横浜 士　　4339点 

男子八種競技 �平澤佑太郎（2）4783点 桜丘 �野村大貴（2）4775点 横浜清風 �石井竜太（2）4571点 市立金沢 �渡過大地（1）4525点 法政二 �佐々木隆良（2）4522点 川崎市立橘 �彦谷俊太（2）4516点 平塚江南 �叶井倭人（2）4489…、 藤嶺藤沢 ��口田和矢（2） 市立金沢 
9／16 ～17 ��法政二　　　　　　125点 � � � � � � �� 

対抗 得点 �男子総合 ��　　m 相洋　　　　66点 �川崎市立橘　　　　54．5点 �荏田　　　　　　　　31点 �市立金沢　　　　　　28点 �鎌倉学園　　　　　　26点 �東海大相模　　25点 　　　　　占 ��三浦学苑　　24点 J丘　　12占 男子トラック �法政二　　　　　　103点 �相洋　　　　　　　　66点 �鎌倉学園　　　　　　26点 �三浦学苑　　　　　　22点 �市立金沢　　　　　16点 �横須賀　　　13点 ／1￥■ �荏田　　　　　　　　　13…、 ��霧が 横浜清風　10．5点 

445 �18 �17 �16点 �14… �、木　　　　　　　　12．、 �11ノ‖ 男子フィールド 男子混成 �川崎市立橘 桜丘　　　8点 �横浜清風　　　　　　　7点 �市立金沢　　　　　　　7点 �法政二　　　　　　　5点 �川崎市立橘　　　　　　4点 �平塚江南　　　　　　3点 �藤嶺藤沢　　　　　　2点 �� 
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日付 �種目 �日立 �2位 �3位 �4イ立 ��　5位 前田夏実（2）12．48 洗足学園 �　6位 佐藤葵（1）12・56 法政二 �　7位 高橋みず紀（2）12．64 相伴 入江明歩（1）25．63 湘南 �　8位 杉本葵（2）12・73 大和 一藤末紀（2）2617 

9／17 �女子100m 風：十1．0 �三村香菜実（l）12．02 東海大相模 �前川梨花（2）12．08 川崎市立橘 �酒井美乃荊（2）12．37 神奈川学園 �穂坂実友子（1）12．44 小田原 

9／23 �女子200m 風：十2．6 �前川梨花（2）　24．39 川崎市立橘 �高島咲季（1）　24，49 相洋 �高島莱都美（2）24．90 相洋 �前田夏実（2）　25．36 洗足学園 ��川ノ連星子（2）25．45 関東学院六浦 �西場美月（1）　25．57 荏田 ��佐 川崎市立橘 二杏2）1■0130 

9／16 �女子400m �高島咲季（1）　55．63 相洋 �高島菜都美（2）55．74 相洋 �合田陽菜（2）　56．37 相洋 �入江明歩（1）　57．17 湘南 ��小林椿（2）　59．37 横浜清風 �山本千恵（2）　59．66 川崎市立橘 �近野早紀（2）　59．80 霧が丘 �武田（ 法政二 上未唯（2）2・1946 

9／24 �女子800m �福山穏子（2）2：14．26 法政二 �田井遥（2）　2：14．61 相洋 �大野瑞稀（2）2：15．10 湘南 �橋詰香弥乃（2）2：16．21 市ヶ尾 ��下里芽依（l）2：16．28 白鵬女 �松井陽香（1）2：17．17 相模原中等 �西村明（2）　2．19．15 横須賀 �野 横須賀学院 本間比香里（2）4：46．89 三浦学苑 平野莱（2）9：56．96 白膀女 有賀知春（1）15．54 川崎市立楠 

9／17 �女子1500m �吉村玲美（2）4：31．40 白隠女 �大津ひなた（2）4：38．64 藤沢西 �西村明（2）　4：40．56 横須賀 �高橋沙和（2）4：42．87 法政二 ��佐野成泉（1）4：43，77 川崎市立梱 �呂下愛香（1）4：44．33 三浦学苑 磨 �下里牙依（1）4．46．77 白鵬女 　・5333 

9／24 �女子3000m �吉村玲美（2）9：30．31 白鵬女 �大津ひなた（2）9：42．81 藤沢西 �信櫻空（1）　9：43．81 川崎市立楠 �宮下愛香（1）9：47．32 三浦学苑 ��高橋沙和（2）9：47．43 法政二 �日原優那（1）9：51．67 平塚江南 七　二立二 �柏木渚（2）9． 秦野 1　42 

9／24 �女子 風：十0．3 �佐藤英（1）14，51 法政二 �小川ひかり（1）14．67 相洋 �道添可蘭（2）14．86 多摩 �鈴木舞乙（1）15．02 川和 ��川瀬咲紀（2）15．25 湘南学園 �ロ田花旨（1）15．31 相伴 �向夕梨夏（2）15． 東海大相模 渕脇和紗（1）1：07．35 湘南 

9／17 �女子 �合田陽菜（2）1：02．00 相洋 �有賀知春（1）1：03．06 川崎市立橘 �小野田希史（2）1：04．42 法政二 �音川桃子（2）1：05．66 市立金沢 ��金島彩香（2）1：06．63 茅ヶ崎北陵 �沖峠萌恵（2）1：07．04 松陽 ��富樫和佐子（1）28：27．31 中大附横浜 　　5347 

9／16 �女子5000mW �中梨緒（2）　24：51．53 横浜翠嵐　　GR �栗本真実（2）25：24．64 逗子　　　CR �矢内萌木（1）26：28．98 大和 �涌井未夢（2）27：07．51 三浦学苑 ��北みのり（2）27：33．81 綾瀬 �鈴木ひかり（2）28：11．34 中大附横浜 �西山未来（2）28：11．41 横須賀学院 

9／17 �女子4XlOOmR �相洋　　　　　　　　47．72 �川崎市立橘　　　　　4臥76 �荏田　　　　　　　　48．84 �法政二　　　　　　　49．06 ��東海大相模　　　　　49．97 �菅　　50．34 柳沼昔々（2） 稲田渚沙（2） �茅ヶ崎北陸　50．54 小池さくら（2） 小松実織（2） �日大藤沢 森山夏帆（2） 大和慧美（2） 

高橋みず紀（2） 高島菜都美（2） �松尾香澄（2） 山本千南（2） �中野未咲（2） 岡部花森美（2） �佐藤英（1） 高橋里奈（2） ��桶川夏子（1） 高夕梨夏（2） 

金子ひとみ（1） 高島咲季（1） �佐藤末紀（2） 前川梨花（2） �田中真優（1） 酉場美月（1） �川村汐美（2） 宮部有希（1） ��本田真帆（2） 三村香菜実（1） �福本あゆな（1） 桑田奏（1） �金島彩香（2） 福岡千夏（1） �村田夏鈴（2） 高橋鈴奈（2） 横浜清風　3：58．85 月足裏緒（1） 

9／24 �女子4×400mR �相洋　　　　　　　　3：42．99 �川崎市立橘　　　　3：51．58 �茅ヶ崎北陵　　　　3：51．73 �湘南　　　　　　　3：53．07 ��法政二　　　　　　　3：54．66 �市ヶ尾　　3：56．13 長土居理桜（2） �日大藤沢　　3：57．62 村田夏鈴（2） 

高島　咲季（1）　　　　GR �佐藤　未紀（2） �小池　さくら（2） �渕脇　和紗（1） ��武田　杏（2） 

合田　陽菜（2） �前川　梨花（2） �福岡　千夏（1） �大野　瑞稀（2） ��佐藤　英（1） �仲　美紀（1） �大和　慧美（2） �河原　梨温（1） 

金子ひとみ（1） 高島菜都美（2） �有賀知春（1） 本多美沙（2） �金島彩香（2） 小松実織（2） �馬杉美希（1） 入江明歩（1） ��川村汐美（2） 高橋里奈（2） �大森千里（1） 橋詰香弥乃（2） �森山夏帆（2） 篠塚京香（2） �福田宋音（1） 小林椿（2） 　150 

9／16 �女子走高跳 �小坂　夏月（2）　　　1m62 �八ツ井　はるか（2）　　　1m62 �渡部　夏音（2）　　　1m58 � ��横山　七海（1）　　　1m54 �山田　実来（2）　　　1m54 �佐藤明穂（1）1m50 光明相模原　　7位 �桶野さくら（1）　m 横須賀　　　7位 

希望ヶ丘 �川崎市立橘 �弥栄 ���日大藤沢 �桐光学園 
高橋彩乃（2）1m50 横浜滴風　　7位 �白川あゆみ（1）1m50 川崎市立橘　　7些 菊池涼香（2）1m58 湘南工大附 

小林那菜（1）1m50 瀬谷　　　7位 � 

9／17 �女子棒高跳 �遠田光李（2）　3m30 川崎市立橘 �森陽菜（1）　2m90 金井 �月足　真緒（1）　　　2m80 �向井　瑠子（2）　　　2m70 ��相田　真那（1）　　　2m70 �渡迫　涼香（1）　　　2m40 �荒井　純（2）　　　　　2m30 �高屋玲奈（2）　2m20 霧が丘 
横浜清風 �法政二 ��金井 �法政二 �希望ヶ丘 

9／17 �女子走幅跳 �佐藤初美（2）5m45（一0．4） 大船 �松尾　香澄（2）　5m39（－0．2） �田崎　荊乃（1）　5m38（－0．2） �林真由（2）　　5m28（＋0．6） ��磯谷ありさ（1）5m26（十0．3） 菅 �多田　紗織（2）　5m24（－0．8） �神江　真依（1〉　　5m15（－0．3） �高澤ゆつ（2）　5mll（＋0．4） 
川崎市立橘 �伊志田 �法政二 ���相模原中等 �法政二 �伊志田 

9／23 �女子三段跳 �多田紗織（2）11m80（＋1，4） 相模原中等 �進藤愛子（2）11m35（＋2．8） 法政二　公許11m02（十0・2） �松尾　香澄（2）11m22（＋2．0） �大島　琳花（2）11m15（＋1．4） ��小竹　めい（1）llmll（－0．4） �横山　七海（1）11m06（＋2．4） �大和　慧美（2）10m96（＋1．3） �山本果朋（2）10m94（＋1．9） 上矢部 波戸崎舞（2）10m13 法政二 
川崎市立楕 �川和 ��相洋 �日大藤沢　　　公認11m04（＋1，1） �日大藤沢 

9／24 �女子砲丸投 （4．000kg） �大迫晴香（2）13m42 平塚学園　　　GR �中務真衣（2）11m78 平塚学園 �城戸愛里（1）11m36 霧が丘 �丹波　百音（2）　　10m63 ��古戸　小京（1）　　10m55 �村上　杏樹（1）　　10m30 �柿沼　春風（1）　　10m30 
市立金沢 ��立花学園 �秦野総合 �霧が丘 

9／17 �女子円盤投 （1．000kg） �大迫晴香（2〉　41m53 平塚学園 �花岡紗英（2）　36m32 瀬谷酉 �藤田真実子（2）35m59 法政二 �原田美佳（2）31m29 元石川 ��村上杏樹（1）30m81 秦野総合 �石井まい（2）　30m72 磯子 �坂本味梨（2）　29m51 横浜清風 �前田理真（2）29m12 多摩 工藤萌絵（1）20m65 追浜 　3535 

9／16 �女子ハンマー投 （4．000kg） �中務真衣（2）44mOl 平塚学園　　　GR �神奈川総産 �柚木晴香（1）　30m86 川崎市立橘 �水越実佑（2）　30m61 金沢総合 ��二階堂：葵（2）　29m90 小町原 �百武来者（1）　26m13 瀬谷西 �長島早希（2）　21m59 川崎市立幸 

9／16 � �高橋清那（2）　42m59 日大 �川崎荊咲子（2）38m90 日大 �花岡紗葵（2）　38m59 瀬谷西 �河田渚（2）　37m42 横須賀 ��久野十和（2）　37m26 相模原 �小林若菜（2）　36m81 麻生総合 �小松崎瑠乃（2）36m51 旭丘 �横山久留美（2）m 高浜 実来（2）3541点 

9／23 �女子七種競技 �本多　美沙（2）　　4467点 �中嶋玖瑠美（2）　　3889点 �本田　真帆（2）　　3826点 �湊川　遥香（1）　　3824点 ��大隈菜々美（l）　　3714点 �二野彩夏（2）　　3621点 �斉田理子（1）3572点 川崎市立橘 �山田 桐光学園 川崎市立橘　　　　　　GR �川和 �東海大相模 �藤沢西 ��藤沢西 �霧が丘 
～24 �� � � � �� � �mm 　20点 �湘南　　　　　　　　20点 

対抗 得点 �女子総合 �川崎市立橘　　　　95．6点 �相洋　　　　　　　　81点 �法政二　　　　　　　73点 �平塚学園　　　　　　31点 ��自鵬女　　　　　　　23点 �藤沢西　　　　　　　23点 �東海大相模 藤沢西　14点 金井　11点 �三浦学苑　14点 望丘　10点 女子トラック �相洋　　　　　　　　77点 �川崎市立橘　　　　　51点 �法政二　　　　　　　44点 �白点女　　　　　　　23点 ��湘南　　　　　　　　20点 �東海大相模　　　　14点 
・一レド �lI　　　　　　　　346点 �、塚学　　　　　　　31点 �法　一　　　　　　　29点 � �谷西　　　　　　16点 �日　－　　　　　　　　15点 �原　　　　　　　11… ��ケ 女子フイ／ 女子混成 �討Tn〕⊥ 川崎市立橘　10点 �　子 藤沢西　　　9点 �川和　　　　　　　　　7点 �東海大相模　　　　　6点 ��霧が丘　　　　　　　3点 �桐光学固　　　　　　1点 � �凡例GR：大会記録 


