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神奈川県高等学校体育連盟 平成３０年度冬季大会報告 

 

神奈川県高等学校体育連盟 
         理 事 長  松 本  哲 

 

 

１ 全国高等学校駅伝競走大会（男子 第 69 回大会、 女子 第 30 回大会） 

  年の瀬に京都の都大路を高校生が駆け巡る風景が風物詩となっている駅伝大会が、平成 30 年

12 月 23 日（日）に京都西京極競技場発着コース（男子＝７区間 42.195km 女子＝５区間 

21.0975km）で行われました。男子の鎌倉学園（初出場）は、２時間７分 38 秒で 16 位、女子の白

鵬女子は、１時間 10 分 42 秒で 22 位の成績でした。全力を尽くして走り切った選手たちの健闘を

讃えます。 

 

 

２ 第 98 回全国高等学校ラグビーフットボール大会 

  平成 30 年 12 月 27 日（木）から平成 31 年１月７日（月）まで、東大阪市近鉄花園ラグビー場

で開催され、本県の代表として桐蔭学園が出場しました。 

  桐蔭学園は、２回戦大分舞鶴（大分）に 67-７、３回戦石見智翠館（島根）に 43-17 で勝利、

準々決勝で天理（奈良）に 44-29 と順調に勝ち上り、準決勝で東福岡（福岡）と対戦し 46-38 で

破り決勝戦へと駒を進めました。そして昨年の準決勝で敗れた大阪桐蔭（大阪）に 24-26 で惜敗

しました。毎年、高校ラグビーのトップレベルを維持し、全国大会で素晴らしい感動を与えてく

れる桐蔭学園ラグビー部のチームづくりにあらためて敬意を表します。 

 

 

３ 第 68 回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会 

  フィギュアスケート競技が、平成 31 年１月 24 日（木）から 27 日（日）の日程で愛知県名古屋市

の日本ガイシスポーツプラザガイシアリーナ、スピードスケート競技が平成 31 年１月 22 日（火）

から 26 日（土）の日程で福島県郡山市（本県からの出場者はなし）、アイスホッケー競技が平成 31

年１月 22 日（火）から 26 日（土）の日程で青森県八戸市のテクノルアイスパーク八戸を含む３会

場で開催されました。 

  フィギュア競技は、本県から男子１名と女子７名の８名が参加しました。男子個人総合で齋藤翔

選手（鶴見大附）が 21 位と健闘しました。女子個人総合では、青木祐奈選手（横浜清風）が６位入

賞を果たしました。学校別総合成績では、白鵬女子が 14 位、横浜清風が 15 位でした。 

アイスホッケー競技は、武相と慶應義塾が出場しました。１回戦で、武相は関西大学第一（大阪）

に４-７、慶應義塾は県立日光明峰（栃木）に１-５と健闘しましたが敗れました。 

 

 

４ 第 68 回全国高等学校スキー大会 

  平成 31 年２月８日（金）から 12 日（火）まで、秋田県鹿角市花輪スキー場で開催されました。 

本県からは、アルペン競技に男子 11 名・女子７名の合計 18 名が参加しました。男子回転競技で

は、慶應義塾の鈴木一生選手（１年）が６位に入賞しました。今後の活躍が期待されます。 
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◎神奈川県高等学校総合体育大会
種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

駅伝

11/4

丹沢湖

種　　　目 １位 ２位

ラグビー

10/6～11/18

ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢競技場　他

種　　　目 １位 ２位

ｽｹｰﾄ(ｱｲｽﾎｯｹｰ)

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｽｷｰ アルペン 鈴木　一生 河野　太郎 野口　光太 板倉　孝樹 渡邉　有将 石黒　元也 山崎　晴哉
星野　佑汰
新海　佑真

1/5～7 回転 慶應義塾 慶應義塾 荏田 慶應藤沢 法政二 慶應義塾 茅ヶ崎北陵
法政二
法政二

長野県木島平ｽｷｰ場 アルペン 鈴木　一生 河野　太郎 朝山　慈之 野口　光太 新海　佑真 成田　宇弘 板倉　孝樹 渡邉　有将

（男子） 大回転 慶應義塾 慶應義塾 桐蔭学園 荏田 法政二 市幸 慶應藤沢 法政二

学校対抗

ｽｷｰ アルペン 坂本　華音 堤　　愛理 佐藤　　唯 加藤七菜子 家田　知咲 小見ちさと 川井　多瑛 近藤　華穂

1/5～7 回転 相模女子大高 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢 慶應藤沢 相模原総合 法政二 カリタス

長野県木島平ｽｷｰ場 アルペン 坂本　華音 佐藤　　唯 加藤七菜子 堤　　愛理 家田　知咲 川井　多瑛 小見ちさと 松尾絵瑠夢

（女子） 大回転 相模女子大高 相模女子大高 慶應藤沢 慶應藤沢 慶應藤沢 法政二 相模原総合 相模女子大高

学校対抗

◎関東高等学校体育大会
種　　　目

駅伝 ３位 ９位 10位 15位 16位 18位

11/18 男子

埼玉県熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園

陸上競技場周回ｺｰｽ ４位 ５位 10位 11位 12位 14位

女子

種　　　目

アイスホッケー ４位 2回戦敗退

12/14～16 男子

栃木県日光霧降ｱｲｽｱﾘｰﾅ

種　　　目

スキー ５位 ８位 32位 34位 41位 64位 65位 67位

1/29～30 河野　太郎 朝山　慈之 成田　宇弘 板倉　孝樹 新海　佑真 並木　　貴 岡野　圭悟 山崎　晴哉

群馬県ｽﾉｰﾊﾟｰｸ尾瀬戸倉他 慶應義塾 桐蔭学園 市幸 慶應藤沢 法政二 光陵 慶應藤沢 茅ヶ崎北陵

（男子） 70位 75位 32位 86位 87位 89位 102位 DNF

田中　陽也 星野　佑汰 福岡　　空 石黒　元也 吉崎　健司 神津　幸秀 山本　真士 野口　光太

法政二 法政二 逗子 慶應義塾 慶應義塾 慶應義塾 慶應義塾 荏田

DNF DNF DNF DNF

中田　光紀 土田　智也 渡邉　有将 窪田　大貴

慶應藤沢 法政二 法政二 桐蔭学園

５位 11位 21位 24位 43位 62位 74位 76位

河野　太郎 野口　光太 板倉　孝樹 新海　佑真 橋本　　岳 岡野　圭悟 吉崎　健司 山本　真士

慶應義塾 荏田 慶應藤沢 法政二 桐蔭中等教育 慶應藤沢 慶應義塾 慶應義塾

80位 85位 89位 95位 100位 DNF DNF DSQ

冨澤　拓郎 星野　佑汰 土田　智也 田中　陽也 山中　柊弥 薬丸　大毅 山崎　晴哉 石黒　元也

桐光学園 法政二 法政二 法政二 慶應義塾 慶應藤沢 茅ヶ崎北陵 慶應義塾

DNF DNF DNF DNF

渡邉　有将 並木　　貴 福岡　　空 小畑　智暉

法政二 光陵 逗子 慶應義塾

９位 17位

学校対抗

三浦学苑

平成30年度　全国総体冬季大会及び各種大会成績

男子 鎌倉学園 藤沢翔陵 法政二 相洋 湘南工大附 東海大相模

荏田 市橘 三浦学苑 秦野

市橘

平塚江南 法政二 横須賀

男子 桐蔭学園 慶應義塾 東海大相模 関東六浦 湘南工大附

女子 白鵬女子

横浜修悠館横須賀

３位 ５位

日大高 法政二

男子 慶應義塾 武相

藤沢翔陵 法政二 鎌倉学園 市橘 湘南工大附

慶應義塾 法政二 荏田

相模女子大高

相洋

白鵬女子 荏田 三浦学苑 市橘 秦野 平塚江南

大回転

武相 慶應義塾

慶應藤沢 法政二

回転

慶應義塾 桐蔭学園
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種　　　目

スキー 10位 16位 18位 22位 27位 36位 46位 58位

1/29～30 坂本　華音 堤　　愛理 佐藤　　唯 加藤七菜子 川井　多瑛 小見ちさと 近藤　華穂 家田　知咲

群馬県ｽﾉｰﾊﾟｰｸ尾瀬戸倉他 相模女子大高 慶應藤沢 相模女子大高 慶應藤沢 法政二 相模原総合 カリタス女子 慶應藤沢

（女子） 59位 61位

宮崎　玲奈 松尾絵瑠夢

相模女子大高 相模女子大高

10位 18位 21位 24位 26位 30位 39位 53位

坂本　華音 佐藤　　唯 堤　　愛理 川井　多瑛 加藤七菜子 家田　知咲 小見ちさと 松尾絵瑠夢

相模女子大高 相模女子大高 慶應藤沢 法政二 慶應藤沢 慶應藤沢 相模原総合 相模女子大高

55位 DNF

長田　未羽 宮崎　玲奈

桐蔭学園 相模女子大高

14位

学校対抗

◎全国高等学校総合体育大会
種　　　目

駅伝 16位

12/23 男子

西京極総合運動公園陸上競技場

22位

女子

種　　　目

ラグビー ２位

12/27～1/7 男子

東大阪市花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

種　　　目

ｽｹｰﾄ 21位

ﾌｨｷﾞｭｱ1/24～27 齋藤　　翔

愛知県ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 鶴見大学附

（男子） 19位

ｽｹｰﾄ ６位 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退 予選敗退

ﾌｨｷﾞｭｱ1/24～27 青木　祐奈 西尾　帆花 清水　愛望 廣田　彩乃 増田　未夢 澤野　うみ 高瀬　侑杏

愛知県ｶﾞｲｼｱﾘｰﾅ 横浜清風 白鵬女子 白鵬女子 橘学苑 白鵬女子 湘南白百合 日本女子大附

（女子） 14位 15位 45位 51位 69位

種　　　目

ｽｹｰﾄ

ｱｲｽﾎｯｹｰ1/22～26

青森県ﾃｸﾉﾙｱｲｽﾊﾟｰｸ八戸他

種　　　目

ｽｷｰ ６位 68位 87位 91位 95位 DNF DNF DNF

2/8～12 鈴木　一生 新海　佑真 星野　佑汰 山崎　晴哉 石黒　元也 野口　光太 河野　太郎 板倉　孝樹

秋田県花輪ｽｷｰ場 慶應義塾 法政二 法政二 茅ヶ崎北陵 慶應義塾 荏田 慶應義塾 慶應藤沢

ｼﾞｬｲｱﾝﾄｺｰｽ　他 DNF

（男子） 渡邉　侑将

法政二

43位 52位 72位 80位 90位 97位 DNF DNF

河野　太郎 朝山　慈之 新海　佑真 板倉　孝樹 成田　宇弘 渡邉　侑将 鈴木　一生 野口　光太

慶應義塾 桐蔭学園 法政二 慶應藤沢 市幸 法政二 慶應義塾 荏田

21位

慶應義塾

ｽｷｰ 48位 82位 88位 92位 95位 99位 101位

2/8～12 坂本　華音 佐藤　　唯 加藤七菜子 堤　　愛理 小見ちさと 川井　多瑛 家田　知咲

秋田県花輪ｽｷｰ場 相模女子大高 相模女子大高 慶應藤沢 慶應藤沢 相模原総合 法政二 慶應藤沢

ｼﾞｬｲｱﾝﾄｺｰｽ　他 53位 84位 90位 105位 DNF DNF

（女子） 坂本　華音 佐藤　　唯 堤　　愛理 川井　多瑛 加藤七菜子 家田　知咲

相模女子大高 相模女子大高 慶應藤沢 法政二 慶應藤沢 慶應藤沢

桐蔭学園

鎌倉学園

白鵬女子

回転

アルペン
回転

日本女子大附横浜清風 湘南白百合

男子

1回戦敗退 1回戦敗退

慶應義塾

学校対抗
白鵬女子

アルペン
回転

武相

橘学苑

学校対抗
鶴見大学附

個人

アルペン
大回転

相模女子大高

大回転

個人

アルペン
大回転

学校対抗


