
第７０回山梨県総合体育大会結果一覧 
平成 30年 5月 9日(水)～11日(金) 

陸上部 

男子 400m 1位功刀友貴(49.41) 

男子 110mH 1位横地龍弥(15.68) 

男子棒高跳 2位小田切優也(3m80) 6位齊藤勇貴(3m00) 

男子走幅跳 1位横地龍弥(6m97) 

高校男子円盤投 5位三井玄(32m68) 

女子 100mH 4位山岸彩香(16.26) 

女子棒高跳 2位矢野野乃花(2m30)    

男子 4×100m リレー 2位(鎌倉、横地、功刀滉、功刀友)43秒 30 

男子砲丸投げ 3位三井玄 11m99   

男子 4×400m リレー 5位(横地、功刀滉、三神、功刀友)3分 29秒 48 

男子三段跳び 2位横地龍弥 13m42cm  

男子八種競技 1位功刀友貴 4917点、4位鎌倉裕朗 4428点    以上関東大会出場 

 

学校対抗は、男子 4位 学校対抗得点３点獲得、女子 11位  

 

男子テニス部 

 対 甲陵 ３－０ 勝 

 対    ３－０ 勝 

 対 日大明誠 １－２ 敗退 ベスト８ 学校対抗得点 1点獲得 

 

女子テニス部 

対 上野原 ２－１ 勝  

対 甲府東 ０－２ 敗退 学校対抗得点 1点獲得 

 

男子ソフトテニス部 

対 甲府第一 １－２ 敗退  

 

女子ソフトテニス 

対 山梨 １－２ 敗退 

 

野 球 

対 吉田 ２－１１ 敗退 

 

サッカー 

対 甲府商業 ０－１ 敗退 

 

男子ハンドボール部 

対 甲府工業 ２０－２１ 敗退 

 

女子ハンドボール部 

対 甲陵 ７ー９で敗退 

 

 

 



男子バレーボール部 

対 峡南   ２－０ 勝 

対 日本航空  ０－２ 敗退 

女子バレーボール部 

対 日川 ０－２  敗退  

 

男子バスケット部  

一回戦 対 昭和  114―63 勝 

二回戦 対 日大明誠 139―63 勝 

準々決勝 対 吉田   88―42 勝 

決勝リーグ 

対 東海 100－85 勝 

対 日川 89－70 勝 

対 市川 74－80 敗退 ２位関東大会出場 学校対抗得点７点獲得 

 

女子バスケットボール 

対 巨摩 50 ｰ 59 敗退 

 

男女バドミントン 

男子 

対 韮崎 ２－３ 敗退 

女子 

対 巨摩高校 ０－３ 敗退 

 

体操 

体操 

団体第 3位 

渡邉花歩 

個人総合第 3位 関東大会、インターハイ出場 

 

新体操 

学校対抗順位第 3位 

篠原涼 

個人総合 第１位 

種目別 ループ 第 1位 

 種目別 ボール 第 1位 関東大会出場 

 

卓球部 

女子 

1回戦 対 山梨 3－0 

2回戦 対 巨摩 3－0 

3回戦 対 日本航空 0－3 敗退 

5 ｰ 8位決定戦 

対日川 3-0  第 5位 

 

 

 



卓球部 

男子 

1回戦 対 都留 0ー3 敗退 学校対抗得点 1点獲得 

 

 

弓道部 

【団体の部】 

男子 

 Ａチーム  １２中／２４射 予選通過  

       予選 3回戦 敗退 

 Ｂチーム  ８中／２４射 予選敗退 

女子 

 Ａチーム １０中／２４射 予選通過  

予選 3回戦 敗退 

Ｂチーム  ４中／２４射 予選敗退 

 

【個人の部】 

男子 中込颯真（２年）６中／８射 決勝進出 

決勝 中込 颯真 8中/12射 9位 

女子 市川日南（３年）６中／８射 決勝進出 

決勝 市川 日南 10中/12射 2位 

 

柔道部 

西高、身延、駿台、北稜の合同団体チーム（本校からは先鋒と次鋒で出場） 

決定リーグ戦３勝３敗 ４位入賞 

 

剣道部 

男子 

個人戦 

    古屋智成（ベスト１６） 

    吉川俊樹（３回戦敗退） 

    中込順也・末木康太（１回戦敗退） 

団体戦（藤田・末木・吉川・中込・古屋・小林・髙野） 

    １回戦 シード 

    ２回戦 対 甲府一 １－０ 敗退 

女子 

個人戦 

    吉田さくら・雨宮まひる（３回戦敗退） 

    樋口まなみ（２回戦敗退） 

    浅川 葵（１回戦敗退） 

団体戦（雨宮・樋口・浅川・吉田） 

    １回戦 対 英 和 １－２ 勝 

    ２回戦 対 甲府商 ５－０ 敗退 学校対抗得点 1点獲得 

 

山岳部 

男子 第１１位 

女子 第４位 

 



水泳部 

女子 100m背泳ぎ 第 3位 小幡遥香 

男子 100m平泳ぎ 第 5位 天野晃伸 

男子 100mバタフライ 第 8位 内藤雄吾 

女子 50mバタフライ 第 1位 小幡遥香 

男子 50m平泳ぎ 第 4位 天野晃伸 

男子 50mバタフライ 第 5位 内藤雄吾 

 

学校対抗総合得点 男子 13点 11位 女子 3点 22位 


