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   神奈川県高等学校体育連盟理事長  松本 哲 

  

１１  第第 5577 回回神神奈奈川川県県高高等等学学校校総総合合体体育育大大会会総総合合開開会会式式  【【平平成成 3311 年年 44 月月 2200 日日((土土))】】  

   第 57 回神奈川県高等学校総合体育大会兼平成 31 年（令和元年）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、トッケイセキュリティ

平塚総合体育館で開催されました。平塚市での開催は初めてとなりました。今年度も

体育館での開会式となり各校４名以内での行進としましたが、会場は熱気にあふれ、

180 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。 

県高体連山田五郎会長（県西湘高校 校長）は「お互いに切磋琢磨し、交流を深め友

情を育み、人間性に触れあい高めあう場にしてほしい」と激励しました。 

選手宣誓は、慶応義塾高校フェンシング部の山田 海大選手と県大和高校創作舞踏部

上瀧 あかり選手が務めました。両選手は、全選手の代表として元気よく宣誓しました。 

また、県麻生高校・県住吉高校・県百合丘高校・川崎市高津高校のチアリーディン

グ部・チアリーダー部がアトラクションで迫力ある演技を披露し、開会式を華やかに

盛り上げました。 

  

２２  令令和和元元年年度度全全国国高高等等学学校校総総合合体体育育大大会会「「感感動動はは無無限限大大  南南部部九九州州総総体体  22001199」」  

令和元年度全国高等学校総合体育大会は、「響かせろ 我らの魂 南の空へ」をスロー

ガンに、令和元年７月 27 日、鹿児島アリーナにおいて開会式が行われました。競技は

7月 24日から 8月 20日まで

の 28 日間にわたり、30 の競

技が鹿児島県、熊本県、宮崎

県、沖縄県の南部九州 4県と

和歌山県において開催され

ました。写真は総合開会式で

入場行進をした男子桐光学

園、女子アレセイア湘南（バ

スケットボール部）との記念

撮影です。本県選手団は、886 名（選手 692 名 役員 194 名）が参加し、多くの種目で

優勝するなど好成績をあげました。 

陸上競技では、男子 800ｍでクレイアーロン竜波選手（相洋）が連覇、男子棒高跳で

中野隼斗選手（県金井）が２位となりました。女子 400ｍで高島咲季選手（相洋）が連

覇するとともに 200ｍで２位、女子 4×100ｍリレーで高島選手、小川選手、金子選手、

石川選手（相洋）が優勝、女子 4×400ｍリレーで高島選手、金子選手、川崎選手、岩

本選手（相洋）が連覇、同校は女子トラック総合でも連覇を成し遂げ、女子総合優勝

となりました。 

水泳では、男子 100ｍ背泳ぎで栁川大樹選手（日大藤沢）が優勝、200ｍ背泳ぎで 2

位、男子 4×200ｍフリーリレーで栁川選手、清水選手、田渕選手、荻野選手（日大藤

沢）が 2 位で、同校は男子総合で 2 位となりました。また、湘南工大附の須田悠介選
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手が男子 50ｍ自由形で 2 位、同校は男子 4×100ｍフリーリレーで須田選手、松山選手、

五味選手、北島選手が優勝しました。桐光学園の山尾隼人選手が男子 100ｍ平泳ぎで優

勝、同 200ｍで 2 位、日大の小方颯選手が男子 200ｍ個人メドレーと 400ｍ個人メドレ

ーで優勝しました。女子は日大藤沢の大内紗雪選手が女子 50ｍ自由形､100ｍ自由形の

2 種目で連覇、女子 4×100ｍフリーリレーで大内選手、川口選手、栗山選手、望月選

手が優勝、女子 4×200ｍフリーリレーで大内選手、川口選手、望月選手、泉原選手が

連覇、女子 4×100ｍメドレーリレーで大内選手、川口選手、泉原選手、猪狩選手が優

勝し女子総合は連覇となりました。 

サッカーでは、昨年 2位の桐光学園が優勝しました。柔道では、男子 73 kg 級で有

馬雄生選手（東海大相模）が優勝、女子 70kg 級で朝飛真実選手（桐蔭学園）が優勝し

ました。テニスでは、男子団体で田中選手、望月選手、青木選手、鈴木選手、齋藤選

手（湘南工大附）が 2位、女子ダブルスで大川選手、毛呂選手（法政二）が 2位とな

りました。ヨットでは、男子レーザーラジアル級で服部陸太選手（鎌倉学園）が優勝、

男子 420 級で国見選手、齋藤選手、古田選手、北井選手（逗子開成）が 2 位となりま

した。ウエイトリフティングでは、男子 96 kg 級トータルで不破翔大選手（日大藤沢）

が優勝、男子 102 kg 級クリーン＆ジャークで高橋健太選手（県海洋科学）が 2位とな

りました。自転車競技では、男子スクラッチで大塚響選手（横浜）が 2 位、カヌーで

は男子カナディアンペア 500ｍで山口選手、津田選手（県横浜修悠館横須賀）が 2 位と

なりました。今年も神奈川勢の活躍が光りました。 

  

３３  令令和和元元年年度度全全国国高高等等学学校校定定時時制制通通信信制制体体育育大大会会  

   令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会が 7 月 28 日から 8 月 19 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 359

名（選手 279 名 役員 80 名）が参加しました。 

陸上競技では、男子 800ｍで岩渕充貴選手（県伊勢原）が連覇、男子 1500ｍで優勝、

女子 3000ｍでカンデル スウェタ選手（県追浜）が優勝、女子走高跳で石川玲奈選手（横

須賀市横須賀総合）が 2 位となりました。ソフトテニスでは、男子団体で県横浜修悠

館横須賀が 2 位、男子個人で同校の奥田選手、高畑選手が 2 位となりました。バドミ

ントンでは、女子団体で県相模向陽館、県厚木清南、川崎市橘、星差国際、日々輝横

浜の合同チームが 2 位となりました。卓球では、男子団体で向陽台生蘭が優勝、クラ

ーク横浜が 2 位、男子個人で大和俊介選手（クラーク横浜）が優勝、水下流星選手（向

陽台生蘭）が 2 位となりました。剣道では、男子団体で県横浜修悠館横須賀が 3 連覇、

男子個人で同校田中嘉人選手が 2位となりました。柔道では、男子団体で県横浜修悠

館横須賀が 2 位、男子 65kg 級で中島夢人選手が優勝、男子 70kg 級で同校山口星維嵐

選手が優勝、男子 90kg 級で渡邉寛人選手が優勝となりました。（いずれも県横浜修悠

館横須賀） 自転車競技（いずれも男子）では、渡邉飛彬選手（県神奈川総合産業）

が 3km ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄで優勝、ロード個人で 2 位、同校はチームスプリントで 2

位、ロードチームで優勝し、トラック総合・ロード総合でも優勝しました。男子総合

では 4 連覇となりました。ここでも神奈川勢の活躍が光りました。 
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競　　　技

陸上競技 800m １位 クレイアーロン竜波 相洋 200m ２位 髙島　咲季 相洋

8/4～8 1500m ３位 山田　俊輝 市橘 １位 髙島　咲季 相洋

タピック県総 5000mW ６位 吉川　絢斗 中大附属横浜 ４位 川崎　夏実 相洋

ひやごんスタジアム 4×400mR ３位 相洋 ８位 入江　明歩 県湘南

棒高跳 ２位 中野　隼斗 県金井 1500m ７位 信櫻　空 市橘

5000mW ７位 矢内　萌木 県大和

4×100mR １位 相洋

4×400mR １位 相洋

走幅跳 ３位 藤山　有希 東海大相模

ﾄﾗｯｸ総合 １位 相洋

総合 ８位 相洋 総合 １位 相洋

水泳（競泳） ２位 須田　悠介 湘南工大附 50m自 １位 大内　紗雪 日大藤沢

8/17～20 ８位 水野　尊登 法政二 100m自 １位 大内　紗雪 日大藤沢

熊本市総合屋内プール 100m自 ８位 五味　智信 湘南工大附 ４位 猪狩　彩奈 日大藤沢

200m自 ７位 石田　虎流 慶應義塾 ５位 吉田　杏子 日大藤沢

７位 清水　博斗 日大藤沢 200m平 ６位 吉田　杏子 日大藤沢

８位 石田　虎流 慶應義塾 ３位 泉原　凪沙 日大藤沢

100m平 １位 山尾　隼人 桐光学園 ８位 城戸　佑菜 日大藤沢

200m平 ２位 山尾　隼人 桐光学園 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ３位 川口　茉美 日大藤沢

１位 栁川　大樹 日大藤沢 4×100mFR １位 日大藤沢

５位 松山　元哉 湘南工大附 4×200mFR １位 日大藤沢

200m背 ２位 栁川　大樹 日大藤沢 4×100mMR １位 日大藤沢

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ５位 荻野倖太朗 日大藤沢

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ １位 小方　颯 日大高

１位 小方　颯 日大高

３位 田渕　海斗 日大藤沢

１位 湘南工大附

３位 日大藤沢

８位 慶應義塾

２位 日大藤沢

３位 湘南工大附

４位 湘南工大附

８位 日大藤沢

２位 日大藤沢 総合順位 １位 日大藤沢

３位 湘南工大附

ｿﾌﾄﾃﾆｽ　7/25～28 団体 ベスト８ 横浜創英

宮崎市生目の杜運動公園

新体操　8/5～7 団体 ７位 緑ヶ丘女子

鹿児島アリーナ 個人総合 ５位 坂本　美彩 光明相模原

サッカー　7/25～8/1 １位 桐光学園

金武町陸上競技場他

相撲　7/26～28 団体 ベスト４ 県向の岡工

沖縄県立武道館

100m平

100m背

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

4×100mFR

4×200mFR

令和元年度　全国高等学校総合体育大会成績（入賞者）

女　　　子男　　　子

400m

100m背

50m自

400m自

4×100mMR

総合順位
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競　　　技

卓球　8/15～20 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ ベスト８ 青木・小畑 横浜隼人

鹿児島アリーナ

柔道 団体 ベスト８ 東海大相模 団体 ベスト８ 桐蔭学園

8/9～13 73㎏級 １位 有馬　雄生 東海大相模 48㎏級 ベスト８ 佐藤　曖心 横須賀学院

鹿児島アリーナ 100㎏超級 ベスト４ 菅原　光輝 東海大相模 70㎏級 １位 朝飛　真実 桐蔭学園

弓道　8/7～10 団体 ７位 慶應義塾

早水公園体育文化センター

テニス 団体 ２位 湘南工科大附 ｼﾝｸﾞﾙｽ ベスト８ 吉川ひかる 湘南工科大附

8/1～8 ベスト４ 下村亮太朗 慶應義塾 ２位 大川・毛呂 法政二

KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県 ベスト８ 望月滉太郎 湘南工科大附 ベスト４ 内島・西 白鵬女子

総合運動公園庭球場他 ベスト８ 望月・齋藤 湘南工科大附 ベスト８ 吉川・冨永 湘南工科大附

ベスト８ 田中・青木 湘南工科大附

ボクシング ﾌﾗｲ級 ベスト４ 藤田　時輝 武相

7/28～8/3 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 ベスト４ 田中　空 武相

宮崎市総合体育館 ﾐﾄﾞﾙ級 ベスト８ 竹ノ内尊行 浅野

ﾚｽﾘﾝｸﾞ7/29～8/1 47㎏級 ベスト４ 荒井　光月 日大藤沢

玉名市総合体育館

ヨット ２位 国見・齋藤・古田・北井 逗子開成Ａ ﾚｰｻﾞｰR級 ６位 須永　笑顔 横須賀学院

8/12～16 ７位 菅澤・小林・伊藤・海老澤 慶應義塾

和歌山セーリングセンター ﾚｰｻﾞｰR級 １位 服部　陸太 鎌倉学園

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ ３位 逗子開成

フェンシング　7/26～30 学校対抗 ベスト８ 慶應義塾

霧島市牧園アリーナ

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 67㎏級スナッチ ８位 内山　芳徳 日大藤沢

7/30～8/3
89㎏級スナッチ

総合
４位
６位

小原　陽介 県平塚湘風

糸満市西崎総合体育館

102㎏級ジャーク ２位 高橋　健太 県海洋科学
+105㎏級スナッチ

総合
５位
７位

鹿島　悠太 日大藤沢

自転車 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ ５位 伊澤　将也 横浜

7/29～8/2
3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭ

ｱﾙ・ﾊﾟｰｼｭｰﾄ ８位 川野　碧己 慶應義塾

沖縄市総合運動公園 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ ５位 大橋　真慧 横浜

自転車競技場他 ｽｸﾗｯﾁ ２位 大塚　響 横浜

ｹｲﾘﾝ ４位 野中龍之介 法政二

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ ７位 横浜

個人ﾛｰﾄﾞ ８位 五十嵐　洸太 横浜

空手道　8/8～11 個人組手 ベスト８ 川島　英敏 横浜創学館

21世紀の森体育館 個人形 ４位 松本　蓮生 法政二

カヌー　8/2～6 C－2 500m ２位 山口・津田 県横浜修悠館横須賀

伊佐市菱刈カヌー競技場 C－4 500m ８位 山口・津田・佐竹・谷口 県横浜修悠館横須賀

ライフル射撃　 学校対抗（AR) ８位 荒木・平井・久保田 県伊勢原 学校対抗（AR) ６位 山田・小玉・柿澤 高木・英理

7/29～8/2 AR60WJ ６位 神村　彩実 日大高
広島県つつがライフル射撃場 BR60WJ ８位 小泉　陽 県中央農業
（補足）ライフル射撃は、全国高等学校ライフル射撃選手権大会での結果を掲載

420級

１位 不破　翔大
96㎏級スナッチ

ジャーク
総合

男　　　子 女　　　子

ｼﾝｸﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ

日大藤沢
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競　　　技

陸上競技 100m ８位 都丸　有吾 市橘 100m ６位 ｴｸﾗﾘﾉ　ｼﾞｭｱﾝ 県神奈川総合産業

8/10～12 800m １位 岩渕　充貴 県伊勢原 200m ８位 川名　利菜 県三浦初声

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園 1500m １位 岩渕　充貴 県伊勢原 １位 ｶﾝﾃﾞﾙ　ｽｳｪﾀ 県追浜

陸上競技場 3000mSC ６位 高林　悠聖 向陽台生蘭 ３位 志賀怜央奈 市川崎

4×100mR ６位 都丸・森・白井・岸 神奈川 4×100mR ３位 近藤・ｴｸﾗﾘﾉ・沖山・桑田 神奈川

走幅跳 ８位 吉野　潤 県厚木清南(定) 走高跳 ２位 石川　玲奈 市横須賀総合

４位 吉野　潤 県厚木清南(定) ２位 須藤　舞 向陽台生蘭

６位 岸　　希 県追浜 ７位 桑田　奏 県横浜修悠館

砲丸投 ６位 佐々木優馬 県横浜修悠館 砲丸投 ４位 東　瑠佳 科技高大和

円盤投 ３位 佐々木優馬 県横浜修悠館

男子フィールド ３位 神奈川 女子フィールド ２位 神奈川

バレーボール　8/12～15　 ３位 県横浜修悠館横須賀

平塚サン・ライフアリーナ ３位 市橘

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ　7/28～8/1 ベスト８ 市横浜総合

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園内体育館他

ソフトテニス　8/8～10 団体 ２位 神奈川

千葉県サニーテニスコート ２位 奥田・髙畑 県横浜修悠館横須賀

３位 星野・新川 県横浜修悠館横須賀

３位 梶原・大古場 県横浜修悠館横須賀

バドミントン 団体 ３位 神奈川県Ａ ２位 神奈川県Ａ

8/17～19 ベスト８ 神奈川Ｂ

神奈川県小田原アリーナ ３位 藤原ひかり 星槎横浜

ベスト８ 清水　美帆 日々輝横浜

卓球 １位 向陽台生蘭 団体 ３位 相模向陽館

8/6～8 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 ２位 水下　流星 向陽台生蘭

ベスト８ 大山　流清 向陽台生蘭

剣道　8/5 １位 神奈川県Ａ 団体 ベスト８ 神奈川Ａ

東京都日本武道館 ベスト８ 神奈川県Ｂ

２位 田中　嘉人 県横浜修悠館横須賀

３位 足立　亮 県横浜修悠館横須賀

柔道 団体 ２位 神奈川県

8/4 65㎏級 １位 中島　夢人 県横浜修悠館横須賀

東京都講道館 75㎏級 １位 山口星維嵐 県横浜修悠館横須賀

１位 渡邉　寛人 県横浜修悠館横須賀

ベスト４ 町田顕太郎 県横浜修悠館横須賀

個人

個人

三段跳

90㎏級

令和元年度　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

団体

ｼﾝｸﾞﾙｽ

団体

3000m

走幅跳

個人

団体

競　　　技

自転車 1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ ３位 渡邉　飛彬 県神奈川総合産業

8/18～19 １位 渡邉　飛彬 県神奈川総合産業

静岡県日本競輪学校 ３位 沓掛　優士 県神奈川総合産業

日本サイクルスポーツセンター ４位 田中　優輝 県神奈川総合産業

６位 原田　樹希 県神奈川総合産業

３位 田中・渡邉・原田・仲宗根 県神奈川総合産業Ａ

４位 後村・沓掛・六郷 県神奈川総合産業Ｂ

トラック総合 ２位 県神奈川総合産業

２位 渡邉　飛彬 県神奈川総合産業

５位 田中　優輝 県神奈川総合産業

１位 田中・渡邉・沓掛 県神奈川総合産業Ａ

３位 六郷・後村・原田 県神奈川総合産業Ｂ

ロード総合 １位 県神奈川総合産業

ロードトラック総合 １位 県神奈川総合産業

軟式野球　8/13～16 ベスト８ クラーク横浜

東京都明治神宮球場　他

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

ロードチーム

ロード個人

女子男子
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