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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 70 回大会、 女子 第 31 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、令和元年 12

月 22 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。男子の藤沢翔陵高校（神奈川１位）は、２時間７分 16 秒で 34 位、

鎌倉学園（南関東１位）は、２時間５分 04 秒で 21 位、女子の白鵬女子は、１時間 11 分 39 秒で

21 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 99 回全国高等学校ラグビーフットボール大会 

  令和元年 12 月 27 日（金）から令和 2 年１月７日（火）まで、東大阪市近鉄花園ラグビー場で

開催され、本県の代表の桐蔭学園が悲願の単独優勝（優勝は２回目）を果たしました。 

  桐蔭学園は、２回戦長崎北陽台（長崎）に 38-７、３回戦浦和（埼玉）に 78-５で勝利、準々決

勝で大阪桐蔭（大阪）に 31-12 と順調に勝ち上り、準決勝で東福岡（福岡）と対戦し 34-７で破

り決勝戦へと駒を進めました。そして御所実業（奈良）に前半リードを許しましたが、23-14 で

悲願の単独優勝を成し遂げました。毎年、高校ラグビー界で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 69 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、令和２年１月 24 日（金）から 27 日（月）の日程で北海道帯広の

森スポーツセンター、スピードスケート競技が明治北海道十勝オーバル（本県からの出場者はな

し）、アイスホッケー競技が北海道帯広の森アイスアリーナと他２会場で開催されました。 

   フィギュア競技は、本県から男子２名と女子８名の 10 名が参加しました。男子個人総合で志賀

海門選手（港北）が 19 位と健闘し、学校別総合成績では港北高校が 19 位でした。女子個人総合

では、廣田彩乃選手（橘学苑）が 31 位が県内最高順位となり、学校別総合成績では、白鵬女子が

９位と健闘しました。 

アイスホッケー競技は、武相と慶應義塾が出場しました。ともに１回戦を勝ち上がりましたが、

２回戦で武相は釧路江南（北海道）に０-６、慶應義塾は苫小牧東（北海道）に４-５と健闘しま

したが敗れました。 

 

４ 第 69 回全国高等学校スキー大会 

  令和２年２月３日（月）から７日（金）まで、新潟県赤倉観光リゾート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８名・女子７名の合計 15 名が参加しました。男子では慶應義

塾の河野太郎選手がアルペン回転 26 位、大回転 43 位、女子では相模女子大高の坂本華音選手がア

ルペン回転 28 位、大回転 29 位が県内最高順位でした。 
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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

11/２

小田原市城山競技場

種　　　目 １位 ２位

ラグビー

9/22～11/17

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)

11/26

横浜銀行ｱｲｽｱﾘｰﾅ

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ７位 ８位

ｽｷｰ アルペン 河野　太郎 滝田　海晴 新海　佑真 朝山　慈之 木幡　岳斗 木幡　海斗 窪田　大貴 土田　智也

1/6～7 回転 慶應義塾 光陵 法政二 桐蔭学園 法政二 法政二 桐蔭学園 法政二

長野県木島平ｽｷｰ場 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

（男子） アルペン 木幡　海斗 河野　太郎 窪田　大貴 朝山　慈之 新海　佑真 滝田　海晴 木幡　岳斗 前田　　海

大回転 法政二 慶應義塾 桐蔭学園 桐蔭学園 法政二 光陵 法政二 桐蔭学園

ノルディック

クラシカル

フリー

ｽｷｰ アルペン 坂本　華音 川井　多瑛 黒坂　恭子 渡辺亜弥乃 近藤　華穂 家田　理咲 廣瀬　莉穂 小見ちさと

1/6～7 回転 相模女子大高 法政二 桐蔭学園 白鵬女子 カリタス 慶應藤沢 慶應藤沢 相模原総合

長野県木島平ｽｷｰ場 アルペン 坂本　華音 川井　多瑛 小見ちさと 渡辺亜弥乃 近藤　華穂 家田　理咲 黒坂　恭子 大山さくら

（女子） 大回転 相模女子大高 法政二 相模原総合 白鵬女子 カリタス 慶應藤沢 桐蔭学園 相模女子大高

◎関東高等学校体育大会

種　　　目

駅伝 1位 ９位 18位 19位 24位 36位

11/16 男子

静岡県裾野市運動公園

陸上競技場 ６位 ９位 13位 16位 21位 28位

女子

種　　　目

アイスホッケー ４位 2回戦敗退

12/13～15 男子

栃木県日光霧降ｱｲｽｱﾘｰﾅ

種　　　目

スキー 9位 19位 21位 32位 36位 50位 51位 56位

1/27～29 木幡　岳斗 朝山　慈之 新海　佑真 窪田　大貴 木幡　海斗 前田　　海 渡邉　有将 星野　佑汰

群馬県ｽﾉｰﾊﾟｰｸ尾瀬戸倉他 法政二 桐蔭学園 法政二 桐蔭学園 法政二 桐蔭学園 法政二 法政二

（男子） 57位 58位 59位 61位 66位 71位 76位 78位

水野　秀春 福岡　　空 近藤　慶次 成田　宇弘 岡本　瑛澄 土田　智也 吉﨑　健司 寺上　大樹

立花学園 逗子 慶應義塾 市幸 桐蔭中等 法政二 慶應義塾 桐蔭学園

83位 92位 101位 104位 106位 112位

岡野　圭悟 柳　慎太郎 岡澤　翔汰 西　　大成 玉井　皓貴 東出　教若

慶應藤沢 慶應義塾 慶應義塾 慶應義塾 法政二 慶應義塾

5位 9位 17位 20位 26位 32位 42位 48位

朝山　慈之 木幡　海斗 新海　佑真 窪田　大貴 山崎　晴哉 前田　　海 水野　秀春 矢﨑　亮太

桐蔭学園 法政二 法政二 桐蔭学園 茅ケ崎北陵 桐蔭学園 立花学園 慶應義塾

55位 58位 62位 77位 81位 82位 84位 105位

星野　佑汰 成田　宇弘 岡野　圭悟 吉﨑　健司 近藤　慶次 西　　大成 福岡　　空 寺上　大樹

法政二 市幸 慶應藤沢 慶應義塾 慶應義塾 慶應義塾 逗子 桐蔭学園

DNS DNF DNF DNF DNF DNF DSQ

滝田　海晴 木幡　岳斗 菊地　拓人 須藤　芳永 渡邉　有将 成田　美光 岡本　瑛澄

光陵 法政二 慶應義塾 慶應義塾 法政二 向の岡工 桐蔭中等

11位 14位

学校対抗
桐蔭学園 法政二

回転

大回転

武相 慶應義塾

湘南工大附

白鵬女子 市橘 三浦学苑 秦野 法政二 荏田

鎌倉学園 藤沢翔陵 相洋 市橘 三浦学苑

男子 慶應義塾 武相

横浜修悠館横須賀

３位 ５位

日大高 法政二

山手学院 湘南台

男子 桐蔭学園 東海大相模 慶應義塾 関東六浦 横須賀

女子 白鵬女子 市橘 秦野 三浦学苑 法政二

三浦学苑

荏田

東海大相模

令和元年度　全国総体冬季大会及び各種大会成績

男子 藤沢翔陵 鎌倉学園 相洋 市橘 湘南工大附 法政二

学校対抗

学校対抗

５位

法政二 桐蔭学園 慶應義塾

相模女子大高 法政二 慶應藤沢

小雪のため実施出来ず中止
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スキー 7位 20位 28位 29位 30位 39位 49位 51位

1/27～29 坂本　華音 渡辺亜弥乃 川井　多瑛 黒坂　恭子 小見ちさと 近藤　華穂 紺田　涼香 廣瀬　莉帆

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

（女子） 54位 57位 58位 59位 DSQ

松尾絵瑠夢 小川　舞香 秋田　桃芳 羽鳥　はる 家田　理咲

相模女子大高 相模女子大高 法政二 法政二 慶應藤沢

8位 34位 35位 38位 42位 43位 48位 49位

坂本　華音 川井　多瑛 黒坂　恭子 近藤　華穂 家田　理咲 渡辺亜弥乃 小見ちさと 大山さくら

相模女子大高 法政二 桐蔭学園 カリタス 慶應藤沢 白鵬女子 相模原総合 相模女子大高

53位 60位 65位 66位 DSQ

廣瀬　莉帆 羽鳥　はる 大久保香帆 秋田　桃芳 松尾絵瑠夢

慶應藤沢 法政二 法政二 法政二 相模女子大高

10位

学校対抗

◎全国高等学校総合体育大会

種　　　目

駅伝 21位 34位

12/22 男子

西京極総合運動公園陸上競技場

21位

女子

種　　　目

ラグビー １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 19位 40位

ﾌｨｷﾞｭｱ1/22～26

北海道帯広の森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

（男子） 港北 横浜創英

19位 36位

ｽｹｰﾄ 31位 48位 58位 60位 63位 74位 97位 102位

ﾌｨｷﾞｭｱ1/22～26

北海道帯広の森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

（女子） 橘学苑 白鵬女子 横浜清陵 白鵬女子 日本女子大附 飛鳥未来 白鵬女子 横浜緑園

9位 30位 51位 54位 63位 86位

種　　　目

ｽｹｰﾄ

ｱｲｽﾎｯｹｰ1/22～26

北海道帯広の森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ他

種　　　目

ｽｷｰ 26位 DNS DNF DNF DNF DNF DNF DNF

2/3～7 河野　太郎 滝田　海晴 朝山　慈之 木幡　岳斗 新海　佑真 窪田　大貴 前田　　海 成田　宇弘

新潟県赤倉観光ﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場 慶應義塾 光陵 桐蔭学園 法政二 法政二 桐蔭学園 桐蔭学園 市幸

　他 DNF

（男子） 木幡　海斗

法政二

43位 50位 58位 78位 87位 DNS DNF

河野　太郎 朝山　慈之 木幡　海斗 木幡　岳斗 窪田　大貴 滝田　海晴 山崎　晴哉

慶應義塾 桐蔭学園 法政二 法政二 桐蔭学園 光陵 茅ケ崎北陵

ｽｷｰ 28位 80位 99位 106位 115位 120位

2/3～7 坂本　華音 川井　多瑛 黒坂　恭子 渡辺亜弥乃 家田　理咲 近藤　華穂

新潟県赤倉観光ﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場 相模女子大高 法政二 桐蔭学園 白鵬女子 慶應藤沢 カリタス

　他 29位 84位 103位 107位 112位 120位

（女子） 坂本　華音 川井　多瑛 家田　理咲 近藤　華穂 小見ちさと 渡辺亜弥乃

相模女子大高 法政二 慶應藤沢 カリタス 相模原総合 白鵬女子

アルペン
大回転

アルペン
回転

アルペン
大回転

アルペン
回転

松井　美陽 池田　美織

学校対抗
白鵬女子 橘学苑 横浜清陵 日本女子大附 飛鳥未来 横浜緑園

廣田　彩乃 清水　愛望 髙瀨　侑杏 原　　りさ

相模女子大高

大回転

個人 志賀　海門 栖川源二郎

桐蔭学園

学校対抗

武相

港北 横浜創英

個人

男子

増田　未夢 吉野　汐香

2回戦敗退 2回戦敗退

慶應義塾

白鵬女子

回転

鎌倉学園 藤沢翔陵




