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平成２９年度神奈川県高等学校体育連盟各種大会報告 

神奈川県高等学校体育連盟 

理 事 長  巴  伸一 

 

１ 第５５回神奈川県高等学校総合体育大会総合開会式（平成 29 年 4 月 22 日） 

   第５５回神奈川県高等学校総合体育大会兼平成２９年度全国高等学校総合体育大会

（インターハイ）神奈川県予選会の総合開会式が４月２２日(土)に藤沢市善行の県立体

育センター体育館で開催されました。当初から体育館での開催として、各校 8 名での

行進としましたが、会場は熱気にあふれ、１８４校 1,708 名が、8 校２３０名の吹奏

楽部員の演奏のもとで、堂々の行進を行いました。県高体連の小野文生会長（県平塚

江南高校長）は「これまで共に頑張ってきた仲間を信じ、全てを出しきって、爽やか

に戦う経験が、大きな成長につながると確信しています。」と激励しました。 

開会式の選手宣誓は、市みなと総合ボクシング部の松本圭佑選手と星槎国際湘南サッ

カー部の宮澤ひなた選手が務めました。両選手は、「仲間や先生、家族の皆さんの支え

があったからこその晴れ舞台」「困難な場面でも相手を思いやり、笑顔と勇気を持って

立ち向かい、感謝の気持ちをプレーで表現する」と元気よく宣誓しました。 

また、相洋高校の和太鼓部がアトラクションで迫力ある演奏を披露し、開会式を盛

り上げました。 

 

２ 平成２９年度全国高等学校総合体育大会 「2017 はばたけ世界へ 南東北総体」 

   平成 29 年度全国高等学校総合体育大会は、「繋がる絆 魅せよう僕らの若い力」を

スローガンに、平成 29 年 7 月 28 日に山形県総合運動公園総合体育館において、開

会式が行われました。競技は 7 月 22 日から 8 月 20 日までの 30 日間にわたり、30

の競技が山形県、宮城県、福島県の南東北３県と和歌山県において開催されました。 
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   本県選手団は、983 名（選手 769 名 役員 214 名）が競技に参加し、団体（学校

対抗）では、ハンドボール男子で法政二が見事に初優勝し、春の選抜大会に続いて２

冠を獲得しました。柔道では桐蔭学園が史上初となる男女アベック優勝を飾り、特に

男子は選抜大会、金鷲旗杯と併せ３冠達成の偉業を成し遂げました。この他サッカー

男子で日大藤沢が、体操女子で白鵬女子がそれぞれ準優勝しました。個人では、陸上

競技の男子八種競技で泉谷駿介選手（武相）が優勝、２位の原口凜選手（武相）との

ワンツーフィニッシュで会場を沸かせました。学校対抗でも武相が２位となる健闘を

見せました。水泳競技では湘南工科大附が男子 4×100ｍリレーで優勝（２連覇達成）

し、男子 50ｍ自由形でも川根正大（法政二）が優勝しました。空手道の女子個人形で

は、石橋沙織選手（横浜創学館）が予想通りの強さで優勝をしました。 

この他、陸上競技では、男子 400ｍでメルドラムアラン選手（相洋）が、男子 800

ｍでクレイアーロン竜波選手（相洋）が、女子 4×400ｍリレーで相洋チームがそれ

ぞれ準優勝、水泳競技では、男子 200ｍ個人メドレーで初谷智輝選手（慶應義塾）、男

子背泳ぎで髙橋海輝選手（慶應義塾）が準優勝しました。卓球女子ダブルスで笹尾明

日香選手、杉本恵選手（横浜隼人）のペアが準優勝、ボクシング男子バンタム級で松

本圭佑（みなと総合）が、フェンシング男子フルーレで藤倉類選手（法政二）が、ウ

エイトリフティング男子 94kg 級スナッチで岡裕智選手（法政二）がそれぞれ準優勝

しました。 

 

３ 平成 29 年度全国高等学校定時制通信制体育大会 

   平成 29 年度全国高等学校定時制通信制体育大会が 8 月 1 日から 21 日まで、東京

都、神奈川県、千葉県、静岡県の各種目会場で開催されました。 

   本県選手団は 372 名（選手 295 名 役員 77 名）が競技に参加し、個人では、陸

上競技の女子 100ｍと 200ｍの２種目で加藤茜選手（県横浜修悠館）が２冠を達成、

剣道男子で田中聖将選手（県横浜修悠館横須賀）が優勝しました。 

この他陸上男子 1500ｍで中村玲仁選手（県横浜明朋）、5000ｍで佐野大志選手（秀

英）、三段跳で中平晃太郎選手（県厚木清南(定)）、円盤投で三島祐斗選手（県湘南）が

それぞれ準優勝しました。ソフトテニス男子ダブルスで影山拓貴選手、谷政彦選手（と

もに県横浜修悠館横須賀）が準優勝しました。 

団体では、横浜修悠館横須賀がバレーボール男子、剣道男子の２競技で優勝、柔道

男子でも準優勝を果たしました。バドミントン男子は秀英、横浜総合、県相模向陽館、

科技高大和の合同チームが優勝、卓球男子は向陽台生蘭学園が優勝しました。また、

サッカー男子で横浜総合が準優勝、県平塚商業と剣道男子で県横浜修悠館が見事優勝

の栄冠を勝ち取りました。 

   自転車競技では、県神奈川総合産業が団体でチームスプリント、ロードチーム、ト

ラック総合、ロード総合、トラック・ロード総合で優勝しました。 

また、個人では３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュートで堀内永吉選手（県神

奈川総合産業）が優勝し、河合竜志選手（県神奈川総合産業）がロード個人で優勝、

4km 速度競走で準優勝しました。1km タイムトライアルで勝間田英司選手（県神奈

川総合産業）が準優勝しました。 
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陸上競技(7/29～8/2) 100ｍ ４位 宇野　大地 桐蔭学園 ７位 前川　梨花 市橘
：NDｿﾌﾄｽﾀｼﾞｱﾑ山形 ５位 宇野　大地 桐蔭学園

６位 喜納周吾朗 東海大相模
400m ２位 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ ｱﾗﾝ 相洋
800m ２位 ｸﾚｲｱｰﾛﾝ 竜波 相洋
４×100mR ３位 法政二
４×400mR ４位 相洋 ２位 相洋
走高跳 ６位 渡辺　　尚 武相 ３位 中村　紗華 県伊志田
三段跳 ３位 泉谷　駿介 武相

１位 泉谷　駿介 武相
２位 原口　　凜 武相
２位 武相
５位 相洋

水泳(8/17～20) １位 川根　正大 法政二 ５位 小林　　麗 日大高
:ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ宮城G21ﾌﾟｰﾙ ４位 末永　亨馬 県麻生総合

５位 川根　正大 法政二
７位 井元　秀哉 湘南工大

400m自 ６位 高橋明日翔 桐光学園
100m背 ２位 高橋　海輝 慶應義塾
200m背 ６位 真野　秀成 湘南工大
200m平 ８位 伊藤　圭郷 県川崎北 ７位 平井　葉子 日大藤沢
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ２位 初谷　智輝 慶應義塾
400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ６位 初谷　智輝 慶應義塾

１位 湘南工大
４位 法政二

800mR ４位 湘南工大
400mﾒﾄﾞﾚｰR ８位 湘南工大
学校対抗 ３位 湘南工大

ｿﾌﾄﾃﾆｽ(7/23～29)
：会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ

体操(8/2～4)
：酒田市国体記念体育館
新体操(8/11～12)
：山形市総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
ｻｯｶｰ(7/29～8/4)
：ﾕｱﾃｯｸｽﾀｼﾞｱﾑ仙台　他
ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ(8/5～10)
：県営あずま総合体育館　他

卓球(7/29～8/2) 団体 ５位 横浜隼人
：郡山総合体育館 ダブルス ２位 笹尾・杉本 横浜隼人
剣道(8/10～12)
：ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台
柔道(8/8～12) 団体 １位 桐蔭学園 １位 桐蔭学園
：郡山総合体育館 100kg超級 ３位 石川　智啓 東海大相模

90kg級 １位 村尾三四郎 桐蔭学園
81kg級 ３位 賀持　喜道 桐蔭学園
73kg級 ３位 佐藤虎太郎 桐蔭学園
70kg級 １位 朝飛　七海 桐蔭学園
52kg級 ３位 三浦　百香 三浦学苑

弓道(8/1～4)
：ｶﾒｲｱﾘｰﾅ仙台
ﾃﾆｽ(8/2～8) 団体 ベスト８ 湘南工大
：会津総合運動公園ﾃﾆｽｺｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙｽ ベスト８ 川岸　七菜 法政二
ﾎﾞｰﾄ（8/3～6)
：ｱｲｴｽ総合ﾎﾞｰﾄﾗﾝﾄﾞ
ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ(8/5～10) ﾋﾟﾝ級 ３位 藤田　時輝 武相
：あいづ総合体育館 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 ２位 松本　圭佑 市みなと総合

ﾗｲﾄ級 ベスト８ 松木　健太 鎌倉学園
ﾚｽﾘﾝｸﾞ(7/30～8/2)
：三友ｴﾝｼﾞﾆｱ体育文化ｾﾝﾀｰ

ﾖｯﾄ(8/10～16)
：和歌山セーリングセンター

ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ(8/1～4)
：気仙沼市総合体育館
ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ(8/4～6) 94kg級 ３位 岡　　裕智 法政二
：福島明成高校第一体育館 94kg級ｽﾅｯﾁ ２位 岡　　裕智 法政二
自転車(7/27～30)
ﾛｰﾄﾞ：浅川町周回特設ｺｰｽ
空手道(7/29～31) 団体組手 ベスト８ 横浜創学館 ベスト８ 横浜創学館
：猪苗代町総合体育館 個人組手 ベスト８ 酒井　寛太 横浜創学館

個人形 ベスト８ 今西　鴻介 慶應義塾 １位 石橋　咲織 横浜創学館
ｶﾇｰ(8/7～10)
：月山湖ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ競技場

ライフル射撃(7/28～31) ＡＲ団体 ４位 高木女子
：つつがライフル射撃場 ＡＲ個人 ５位 三橋こすも 髙木女子

ＢＲ団体 ７位 県海老名
ﾀﾞﾝｽ(8/7～10)
:神戸文化ﾎｰﾙ

平成29年度全国高等学校総合体育大会（８位以内入賞）

種　　　目
成　　　　　　　　　績

男　　　　子 女　　　　子

200m

八種競技

学校対抗

50m自

100m自

400mR

団体 ５位 相洋

団体総合 ２位 白鵬女子

個人総合 ６位 森田　真由 桐蔭学園

２位 日大藤沢 ベスト４ 星槎湘南

１位 法政二

個人 ベスト８ 馬場　燿大 慶應義塾

３位 市横浜商

個人 ３位 花岡　優亜 市幸

84kg級 ３位 奈須川良太 県磯子工

４×＋ ４位 慶應義塾

420級 ６位 慶應

宇佐美颯基 横浜創学館

ﾌﾙｰﾚ ２位 藤倉　　類 法政二

200mＣ－１ ４位 山中　悠平 県横浜修悠館横須賀

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

８位

NHK賞 県大和



− 22 −

陸上競技(8/11～13) 100m １位 加藤　　茜 県横浜修悠館
：駒沢オリンピック公園陸上競技場 200m １位 加藤　　茜 県横浜修悠館

800m ３位 中村　玲仁 県横浜明朋
２位 中村　玲仁 県横浜明朋
５位 田代　　照 日々輝神奈川
２位 佐野　大志 秀英
６位 田代　　照 日々輝神奈川

400mＨ ７位 髙本　悠稀 県横須賀定
３位 佐野　大志 秀英
４位 色川　　輝 日々輝神奈川
５位 山谷　　祥 向陽台生蘭

走高跳 ４位 須藤　和哉 市橘定 ３位 助川　幸帆 市川崎総合科学定
６位 伴　　和樹 県横浜翠嵐定 ４位 須藤　　舞 向陽台生蘭

７位 小川　菜摘 県追浜定
２位 中平晃太郎 県厚木清南定
３位 神山　征大 県横浜明朋

砲丸投 ４位 溝口　郁也 秀英 ３位 東　　瑠佳 科技高大和
円盤投 ２位 三島　祐斗 県湘南定 ６位 竹内　あい 市橘定
4×100mR ５位 神奈川県 ４位 神奈川県
4×400mR ８位 神奈川県
ﾄﾗｯｸ総合 ２位 神奈川県 ３位 神奈川県
ﾌｨｰﾙﾄﾞ総合 １位 神奈川県 １位 神奈川県
総合 ２位 神奈川県 ３位 神奈川県
男女総合 ２位 神奈川県 ２位 神奈川県

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ(8/2～6) １位 修悠館横須賀
：ひらつかｻﾝ･ﾗｲﾌｱﾘｰﾅ他 ３位 市橘定
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(7/31～8/3)
：東京体育館
ｿﾌﾄﾃﾆｽ(8/7～9) 団体 ３位 神奈川県
：有明ﾃﾆｽの森公園ﾃﾆｽｺｰﾄ 個人 ２位 影山　拓貴・谷　 政彦 県横浜修悠館横須賀 ５位 岩淵　風音・小野　珠美 市横浜総合

５位 古賀　明真・佐々木　悠生 県横浜修悠館横須賀 ５位 小山　柊・富田　葉留菜 市横浜総合
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ(8/16～19) 団体 １位 神奈川県Ａ ベスト８ 神奈川県Ａ
：小田原ｱﾘｰﾅ ベスト4 神奈川県Ｂ

個人 ベスト4 松浦　大也 秀英 ベスト４ 櫻澤　杏菜 市橘定
ｻｯｶｰ(8/4～8)
：清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ他
卓球(8/1～3)
：駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場体育館

剣道(8/1) 団体 １位 神奈川県Ａ ３位 神奈川県Ａ
：日本武道館 ３位 神奈川県Ｂ

個人 １位 田中　聖将 県横浜修悠館横須賀 ３位 坂本　純奈 県横浜明朋
柔道(8/6) 団体 ２位 神奈川県
：講道館 90㎏超級 ３位 亀井　克明 県横浜修悠館横須賀

75㎏級 ３位 岡本　隼孟 県横浜修悠館横須賀
65㎏級 １位 小林　勇斗 県横浜修悠館横須賀

自転車(8/19～21) １位 堀内　永吉 県神奈川総合産業定
ﾄﾗｯｸ ５位 古沢　拓也 県神奈川総合産業定
：日本競輪学校 ６位 廣井　愛斗 県神奈川総合産業定
ﾛｰﾄﾞ ２位 勝間田英司 県神奈川総合産業定
：日本ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ６位 堀内　永吉 県神奈川総合産業定

８位 古沢　拓也 県神奈川総合産業定
２位 河合　竜志 県神奈川総合産業定
３位 勝間田英司 県神奈川総合産業定
４位 大竹　真夢 県神奈川工定
５位 長谷川　蓮 県平農初声分
１位 県神奈川総合産業定Ａ

５位 県追浜定
６位 県神奈川総合産業定Ｂ

１位 県神奈川総合産業定
６位 県追浜定
７位 県平農初声分
１位 河合　竜志 県神奈川総合産業定
３位 勝間田英司 県神奈川総合産業定
４位 堀内　永吉 県神奈川総合産業定
７位 古沢　拓也 県神奈川総合産業定
１位 県神奈川総合産業定Ａ

３位 県神奈川総合産業定Ｂ

７位 県追浜定
８位 県神奈川工定
１位 県神奈川総合産業定
６位 県追浜定
７位 県神奈川工定
１位 県神奈川総合産業定
３位 県追浜定
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平成29年度全国高等学校定時制通信制体育大会（８位以内入賞）
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市横浜総合
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団体 １位

トラック総合


