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神奈川県高等学校体育連盟 平成３０年度各種大会報告 
 

神奈川県高等学校体育連盟 

理事長  巴  伸 一  

 

１ 第 56 回神奈川県高等学校総合体育大会総合開会式 【平成 30 年４月 21 日(土)】 

第 56 回神奈川県高等学校総合体育大会兼平成 30 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、大和市スポーツセンターで開催されました。大和

市での開催は平成８年以来 22 年ぶりの開催となりました。今年度も体育館での開催として各

校３名での行進としましたが、会場は熱気にあふれ、185 校の高校生が、向上高校吹奏楽部

員の演奏のもと、堂々の行進を行いました。今年度就任した県高体連山田五郎会長（県西湘

高校長）は「お互いに切磋琢磨し、交流を深め友情を育み、自らの人間性を高める場にして

ほしい。」と激励しました。 

選手宣誓は、旭丘高相撲部のバドジャルガル チョイジルスレン選手と桐蔭学園高柔道部

の野澤 知莉選手が務めました。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、光明相模原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、開会式を華

やかに盛り上げました。 

 

２ 平成 30 年度全国高等学校総合体育大会 「2018 彩る感動 東海総体」 

【 2018 彩る感動 東海総体 総合開会式で     平成30年度全国高等学校総合体育大会は、「翔 

行進する本県選手団 】＜神奈川新聞社提供＞  べ誰よりも高く東海の空へ」をスローガンに、 

平成30年８月１日三重県営サンアリーナにおい

て開会式が行われました。競技は７月 26 日から

８月 20 日までの 26 日間にわたり、30 の競技が

三重県、岐阜県、静岡県、愛知県の東海４県と

和歌山県において開催されました。 

 本県選手団は、982 名（選手 778 名 役員 204

名）が参加し、多くの種目で優勝、準優勝など

好成績をあげました。陸上競技では、男子 800

ｍでクレイアーロン選手（相洋）、男子４×400

ｍリレーで松本選手、須田選手、三浦選手、山

本選手（法政二）、女子 100ｍで高嶋咲選手（相

洋）、女子４×400ｍで高嶋咲選手、高嶋菜選手、

合田選手、金子選手（相洋）がそれぞれ優勝し、

女子トラック総合でも相洋が優勝しました。水

泳男子では、男子 50ｍ自由形で末永選手（県麻

生総合）、男子 100ｍ自由形で須田選手（湘南工

大附）、女子では、50ｍ自由形､100ｍ自由形の２

種目で 大内選手（日大藤沢）、女子 100ｍ背泳
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ぎで城戸選手（日大藤沢）、女子４×200ｍフリーリレーで大内選手、栗山選手、佐々木選手、

望月選手（日大藤沢）がそれぞれ優勝し、さらには女子学校対抗で日大藤沢が初の総合優勝

に輝きました。体操競技は、男子跳馬で浦木選手（秀英）が優勝、柔道男子 90kg 級で村尾選

手（桐蔭学園）が昨年に続いて優勝し、２連覇を達成しました。テニス女子ダブルスで、石

川選手、野口選手（白鵬女子）が優勝しました。ヨット男子 420 級で、国見選手、金光選手、

熊野選手、梶原選手（逗子開成）が優勝しました。 

この他、陸上競技の男子 800ｍ松本選手（法政二）と女子総合（相洋高）、水泳競技は男子

100ｍ背泳ぎと 200ｍ背泳ぎで眞野選手（湘南工大附）、男子 200ｍ自由形で石田選手（慶應義

塾）、女子４×100ｍフリーリレーと４×100ｍメドレーリレー（ともに日大藤沢）の５種目、

体操女子跳馬の柏木選手（平塚学園）、サッカー男子（桐光学園）、相撲男子個人のバドジャ

ルガル チョイジルスレン選手（旭丘）、卓球女子ダブルス（横浜隼人）、柔道女子 78kg 級で

野澤選手（桐蔭学園）、弓道女子団体（厚木）、ボクシングライトフライ級藤田選手（武相）、

フェンシング男子学校対抗（慶應義塾）、自転車競技女子２km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄと個人

ロードで石上選手（横浜創学館）がそれぞれ準優勝するなど、今年も神奈川勢の活躍が光り

ました。 

 

３ 平成 30 年度全国高等学校定時制通信制体育大会 

平成 30 年度全国高等学校定時制通信制体育大会が７月 27 日から８月 20 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 387 名（選手 294 名 役員 93 名）が参加しました。陸上競技の男子 800ｍで

岩渕選手（県伊勢原）、卓球男子個人で大和選手（クラーク横浜）、柔道男子 65kg 級で本田選

手、90kg 級で西ノ園選手（いずれも県横浜修悠館横須賀）が優勝しました。団体種目では、

バレーボール男子、ソフトテニス、剣道で県横浜修悠館横須賀が優勝。柔道では、県横浜修

悠館の本校と横須賀の合同チームで優勝しました。バドミントン女子では、県伊勢原、県三

浦初声、川崎市橘、星差横浜、日々輝横浜の合同チームが優勝、卓球女子でも、向陽台生蘭、

クラーク横浜の合同チームが優勝しました。自転車競技（いずれも男子）では、ロードで瀬

川選手（星差横浜）、３km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄで廣井選手（県追浜）が優勝、１km タイム

トライアルと４km速度競走の２種目で勝間田選手（県神奈川総合産業）が２冠に輝きました、

団体でもロードチーム、チームスプリント、ロード総合、トラック総合、ロード・トラック

総合の５種目で県神奈川総合産業が強さを発揮して優勝しました。 

この他、バレーボール男子（市橘）、卓球男子団体（クラーク横浜）、自転車競技では、１

km タイムトライアルと４km 速度競走で瀬川選手（星差横浜）、3km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄの

古沢選手（県相模原総合産業）、男子トラック総合とロード・トラック総合（県追浜）でそれ

ぞれ準優勝しました。 
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競　　　技

陸上競技 400m ６位 ﾒﾙﾄﾞﾗﾑ　ｱﾗﾝ 相洋 200m ４位 三村香菜実 東海大相模

8/2～6 １位 ｸﾚｲｱｰﾛﾝ竜波 相洋 １位 髙島　咲季 相洋

三重交通Ｇスポーツの杜 ２位 松本　純弥 法政二 ３位 入江　明歩 県湘南

伊勢陸上競技場 ６位 石川　昌樹 法政二 ５位 髙島菜都美 相洋

400mH ８位 陰山　彩大 県逗子 1500m ６位 吉村　玲美 白鵬女子

１位 法政二 3000m ７位 吉村　玲美 白鵬女子

７位 相洋 5000mW ７位 矢内　萌木 県大和

走幅跳 ８位 秋山　裕樹 市橘 4X100mR ４位 相洋

三段跳 ６位 秋山　裕樹 市橘 4X400mR １位 相洋

砲丸投 ５位 大迫　晴香 平塚学園

ハンマー投 ４位 中務　真衣 平塚学園

７種競技 ４位 本多　美沙 市橘

ﾄﾗｯｸ総合 ３位 法政二 ﾄﾗｯｸ総合 １位 相洋

総合 ４位 法政二 総合 ２位 相洋

水泳（競泳） １位 末永　亨馬 県麻生総合 １位 大内　紗雪 日大藤沢

8/17～20 ３位 須田　悠介 湘南工大附 ４位 小林　麗 日大高

日本ガイシアリーナ １位 須田　悠介 湘南工大附 １位 大内　紗雪 日大藤沢

５位 石田　虎流 慶應義塾 ４位 栗山　百花 日大藤沢

200m自 ２位 石田　虎流 慶應義塾 800m自 ７位 赤井あづみ 日大藤沢

100m平 ４位 山尾　隼人 桐光学園 100m平 ５位 平井　葉子 日大藤沢

200m平 ４位 山尾　隼人 桐光学園 １位 城戸　佑菜 日大藤沢

100m背 ２位 真野　秀成 湘南工大附 ４位 泉原　凪沙 日大藤沢

200m背 ２位 真野　秀成 湘南工大附 ７位 城戸　佑菜 日大藤沢

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 鈴木　海渡 湘南工大附 ８位 鯉渕こころ 日大藤沢

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ７位 石原諒太郎 桐光学園 ４位 泉原　凪沙 日大藤沢

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ７位 田渕　海斗 日大藤沢 ７位 高坂彩由実 日大藤沢

総合順位 ７位 湘南工大附 日大藤沢 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 佐々木杏奈 日大藤沢

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 佐々木杏奈 日大藤沢

２位 日大藤沢

６位 湘南工大附

１位 日大藤沢

６位 湘南工大附

4×100mMR ２位 日大藤沢

総合順位 １位 日大藤沢

体操 跳馬 １位 浦木　崚輔 秀英 団体総合 ６位 平塚学園

8/3～6 ５位 柏木　淑里 平塚学園

静岡県草薙総合 ７位 小川明日香 白鵬女子

運動場体育館 ２位 柏木　淑里 平塚学園

７位 小川明日香 白鵬女子

段違い平行棒 ８位 柏木　淑里 平塚学園

６位 小川明日香 白鵬女子

８位 遠山亜理沙 日大高

サッカー8/6～13(男子)

三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿　他

相撲　8/3～5

ふじのくに千本松フォーラム

卓球　8/3～8

スカイホール豊田

平成30年度　全国高等学校総合体育大会成績（入賞者）

女　　　子男　　　子

個人総合

跳馬

400m800m

4X400mR

200m背

100m背

50m自

100m自

50m自

100m自

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

4×100mFR

4×200mFR

ゆか

２位 桐光学園

青木・小畑月 横浜隼人

個人 ２位 ﾁｮﾙｼﾞﾙｽﾚﾝ 旭丘

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ２位
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競　　　技

柔道　8/8～12

サオリーナ

弓道　8/2～5

小笠山運動公園エコバアリーナ

テニス　8/1～8

四日市ドーム　他

ボート 7/29～8/2 ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ ６位 大下・佐藤 慶應義塾

愛知池漕艇場 シングルスカル ５位 湯澤　建太 市横浜商

ボクシング 8/1～7

ＯＫＢぎふ清流アリーナ

ヨット ﾚｰｻﾞｰR級 ８位 大村　杏奈 東海大相模

8/12～16

和歌山セーリングセンター ﾚｰｻﾞｰR級 ５位 桔川翔太朗 逗子開成

ﾚｰｻﾞｰR級 ５位 桔川翔太朗 逗子開成

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ ４位 逗子開成

フェンシング8/1～5

知多市民体育館

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ ５位 不破　翔大 日大藤沢

8/2～6 西野公園体育館 ８位 菅原　遼平 法政二

自転車

8/3～7

日本サイクルスポーツセンター ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ５位 大𣘺𣘺　𣘺𣘺 横浜 𣘺𣘺𣘺ｰﾄﾞ 𣘺位 𣘺𣘺　𣘺𣘺 横浜𣘺𣘺館

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ ３位 山内　慶吾 法政二

ｽｸﾗｯﾁ ７位 松本弘一朗 法政二

ｹｲﾘﾝ ４位 野中龍之介 法政二

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ ４位 横浜

５位 香山　飛龍 横浜

７位 山内　慶悟 法政二

８位 福田　圭晃 横浜

カヌー C－2 200m ５位 新岡・大橋 県横浜修悠館横須賀

8/2～6 C－2 500m ４位 新岡・大橋 県横浜修悠館横須賀

長良川国際レガッタコース

ライフル射撃 ＡＲ団体 ８位 県海老名 ＡＲ団体 ８位 高木𣘺園女子

8/1～4 ＡＲ𣘺𣘺 𣘺位 松本　大典 県海老名

つつがライフル射撃場

ダンス　8/7～10 特別賞 桐蔭𣘺園

神戸文化ホール 準入賞 県大和 北鎌倉女子

県横浜修悠館横須賀

横浜

𣘺𣘺𣘺ｰﾄﾞ

C－4 200m ７位
中村・福島

・田口・北野

１位

３位 香山　飛龍

420級

85㎏級

国見・金光
・熊野・梶原

逗子開成Ａ

2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 𣘺位 𣘺𣘺　𣘺𣘺 横浜𣘺𣘺館

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

男　　　子 女　　　子

ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 𣘺位 藤田　時輝 武相

𣘺校対抗 𣘺位 慶應義塾

-90㎏級 桐蔭𣘺園野澤　知莉𣘺位-78㎏級１位 村尾三四郎 桐蔭𣘺園

白鵬女子

市横浜商新井・木野

𣘺位 県厚木

３位

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ

１位 𣘺川・野口

団体
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陸上競技 800m １位 岩渕　充貴 県伊勢原(定)

8/10～12 ３位 田代　　照 日々輝神奈川

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 ４位 岩渕　充貴 県伊勢原(定) 走高跳 ４位 石川　玲奈 市横須賀総合(定)

陸上競技場 ４位 田代　　照 日々輝神奈川 ５位 大井　郁乃 日々輝横浜

７位 鈴木　博友 日々輝神奈川 ８位 ｴｸﾗﾘﾉ ｼﾞｭｱﾝ 県神奈川総合産業(定)

４位 中村　龍翔 県横浜明朋 砲丸投 ８位 東　　瑠佳 科技高大和

６位 小菅　水暉 県三浦初声

3000mSC ７位 高林　悠聖 向陽台生蘭

６位 吉野　　潤 県厚木清南(定)

８位 山崎　晴人 県厚木清南(定)

２位 吉野　　潤 県厚木清南(定)

５位 岸　　　希 県追浜(定)

４位 溝口　郁也 秀英

８位 浜田　大輝 県神奈川工(定)

円盤投 ６位 永谷　　亘 県三浦初声

バレーボール8/1～5 １位 県横浜修悠館横須賀

平塚サン・ライフアリーナ ２位 市橘(定)

ソフトテニス 8/9～10

千葉県サニーテニスコート

バドミントン ３位 神奈川県Ａ 団体 １位 神奈川県Ａ

8/17～19 ベスト８ 神奈川県Ｂ 個人 ベスト８ 藤原ひかり 星槎横浜

神奈川県小田原アリーナ 個人 ベスト８ 田代　俊介 県厚木清南(定)

サッカー 7/27～31 ベスト８ 市横浜総合

静岡市清水総合運動場陸上競技場　他 市横浜総合

卓球 １位 向陽台生蘭

8/7～9 ２位 クラーク横浜

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 １位 大和　俊介 クラーク横浜

総合屋内球技場 小幡　光輝 向陽台生蘭

水下　流星 向陽台生蘭

ベスト８ 渡辺　　壮 市川崎総合科学(定)

剣道　8/6 １位 神奈川県Ａ

東京都日本武道館 ３位 神奈川県Ｂ

柔道 団体 １位 神奈川県

8/4～5 65㎏級 １位 本田　一真 県横浜修悠館横須賀

東京都講道館 75㎏級 ３位 岡本　隼孟 県横浜修悠館横須賀

90㎏級 １位 西ノ園周平 県横浜修悠館横須賀

自転車 １位 勝間田英司 県神奈川総合産業(定)

8/19～20 ２位 瀬川　林巨 星槎横浜

静岡県日本競輪学校 １位 廣井　愛斗 県追浜(定)

日本サイクルスポーツセンター ２位 古沢　拓也 県神奈川総合産業(定)

４位 田中　優輝 県神奈川総合産業(定)

１位 勝間田英司 県神奈川総合産業(定)

２位 瀬川　林巨 星槎横浜

５位 勝又　寛太 県追浜(定)

６位 岸　　　希 県追浜(定)

１位 県神奈川総合産業(定)

２位 県追浜(定)

５位 星槎横浜

１位 瀬川　林巨 星槎横浜

２位 勝間田英司 県神奈川総合産業(定)

１位 県神奈川総合産業(定)

４位 県追浜(定)

１位 県神奈川総合産業(定)

２位 県追浜(定)

ロード総合

ロードトラック総合

ロード個人

４位
 廣井・勝又

 ・岸
県追浜(定)

ロードチーム

１位
古沢・勝間田

・田中
県神奈川総合産業(定)

 新垣・今成
 ・佐藤

県神奈川工(定)

トラック総合

３位
 廣井・勝又

 ・岸

3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨ
ﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ

4km速度競争

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

１位
古沢・勝間田

・田中
県神奈川総合産業(定)

６位

団体

1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

県追浜(定)

団体

団体

ｼﾝｸﾞﾙｽ ３位

団体 １位 神奈川県

走幅跳

三段跳

砲丸投

4×400m ５位
森・小菅・
中村・池田

神奈川県

5000m 走幅跳

400mH

4×100m ４位
中村・白井・
小川原・森

神奈川県

平成30年度　全国高等学校定時制通信制体育大会成績（入賞者）

男子 女子

4×100m ３位
近藤・ｴｸﾗﾘﾉ
・沖山・寺田

神奈川県

1500m




