
平成２９年度 全国高等専修学校体育大会 大会結果報告 

     日 時：平成２９年７月２４日～２６日               

 

男子バレーボール  優 勝  
部 員 ３年 小野 飛翔 （相模原市 谷口中） 

鳥山 尚輝 （相模原市 上溝中） 

       小林 瑛基 （横浜市  東野中） 

遠藤 翔馬 （大和市  大和中） 

    ２年 西邨 彩仁 （相模原市 中央中） 

黒田 慎也 （大和市  大和中） 

ｸﾞｴﾝ ﾆｬｯﾄ ﾃｨｴﾝ ﾌｩｯｸ 

（綾瀬市  綾北中） 

    １年 阿川 怜正 （大和市  鶴間中） 

       米須 悠馬 （大和市  大和中） 

 

 

男子バドミントン  優 勝  
部 員 ３年 伊藤 孔   （横浜市  瀬谷中） 

個人優勝 

       小林 將貴  （横浜市  汲沢中） 

個人準優勝 

    ２年 中本 駿也  （綾瀬市  綾北中） 

個人第３位 

       二瓶 佑麻  （大和市  渋谷中） 

       草苅 涼   （横浜市 希望が丘中） 

       渋井 健斗  （大和市  鶴間中） 

 

軟式野球    準 優 勝 
部 員 ３年 大橋 快冬 （横浜市   原中） 

       大内 亮平 （綾瀬市立春日台中） 

髙塚 大翔 （相模原市 中央中） 

下瀬 峻平 （横浜市  若葉台中） 

仲野  匠 （厚木市立 藤塚中） 

川嶋 樹生 （相模原市立 矢口中） 

    ２年 加倉井 陸 （藤沢市  長後中） 

    １年 内田 佑輝 （藤沢市立 御所見中） 

佐竹 直気 （藤沢市立 高浜中） 

二見  心 （厚木市立 厚木中） 

工藤 花恋 （大和市立 渋谷中） 

 

 

フットサル   準 優 勝 
部 員  ２年 鈴木 尋也 （横浜市  東野中） 

   滝沢 祐也 （大和市  引地台中） 

        近 隆人（横浜市 都田中） 

吉田 椎真（横浜市 谷本中） 

齋藤 和樹（綾瀬市 春日台中） 

坂東 達也（座間市  南中） 

１年 土屋 小太朗（大和市 鶴間中） 

   石川 雄一郎（横浜市 大正中） 

 

 

男子バスケットボール  第 ３ 位 
部 員 ３年  遠藤 翔真 （横浜市  上飯田中） 

        伊藤 晴瑠輝（大和市  引地台中） 

        安藤 司  （町田市  つくし野中） 

    ２年  坂本 孔基 （相模原市 上溝南中） 

菊池 裕太 （海老名市 海老名中） 

杉山 大輝 （相模原市 上溝南中） 

    １年  加藤 悠斗 （大和市  大和中） 

マネージャー ２年  木村 凜  （座間市  座間中） 

 
 

陸 上 競 技       
男子走り幅跳び 第１位  ２年 伊藤 聖人 （相模原市 清新中） 

男子１００ｍ  第７位  ２年 伊藤 聖人 （相模原市 清新中） 

男子８００ｍ  第４位  １年 平田 和雅 （厚木市  厚木中） 

        第８位  ３年 鈴木 航  （横浜市  都岡中） 

女子走り幅跳び 第３位  １年 東  瑠佳 （横浜市  田奈中） 

女子砲丸投げ  第２位  １年 東  瑠佳 （横浜市  田奈中） 

 

 

 

 

 

 



男子卓球部      ベスト４ 
部 員 ３年 鈴木 健太 （川崎市  長沢中） 

       塩島 大輝 （横浜市  左近山中） 

       秦  悠太 （横浜市  上飯田中） 

    １年 箕輪 正人 （大和市  光丘中） 

       中島 蒼葉 （大和市  下福田中） 

 

 

 

女子バレーボール   ベスト４ 
部 員 ３年 平林 茉弥 （相模原市 弥栄中） 

    ２年 飯村 小夜 （大和市  大和中） 

       髙橋 桃花 （伊勢原市 伊勢原中） 

       久保田 真央（横浜市  汲沢中） 

前田 愛  （相模原市 上溝南中） 

    １年 工藤 花恋 （大和市  渋谷中） 

       

 

女子バドミントン   ベスト４  
部 員 ３年 ｶｽﾄﾛ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ ｳｪﾝ（大和市  光丘中） 

  １年 相原 瑞稀   （相模原市 谷口中） 

     藤坂 妃生   （横浜市  十日市場中） 

     野路 夏鈴   （横浜市  十日市場中） 

 

 


