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神奈川県高等学校体育連盟 平成 28年度 冬季大会報告 

神奈川県高等学校体育連盟 
         理 事 長  巴  伸 一 

１ 第 66回全国高等学校スキー大会 

  平成 28年度全国高等学校総合体育大会 第 66回全国高等学校スキー大会が、平成 29年２月２日

(木)から６日(月)まで、群馬県片品村のスノーパーク尾瀬戸倉

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６名の合計 14名

が参加しました。女子回転競技では、田村みのり選手(日大高３

年)が積極的な滑りを見せ、県勢としては初めて優勝を手にする

という快挙を成し遂げました。学校対抗においても、女子で日

大高が９位と健闘いたしました。                

田村選手と黒岩知事(知事表敬) 

 

２ 第 66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 

  平成 28 年度全国高等学校総合体育大会第 66 回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技

選手権大会が、平成 29年１月 19日(木)から 23日(月)まで栃木県で開催されました。 

  フィギュア競技は、宇都宮市の宇都宮スケートセンターで、アイスホッケー競技は、日光市の日

光霧降アイスアリーナ・細尾ドームリンクの２会場で、それぞれ熱戦が繰り広げられました。 

  フィギュア競技には、本県より男子３名と女子８名の 11名が参加しました。 

決勝のフリースケーティングに進むためには、ショートプログラムで上位 24位に入ることが条件

ですが、男子個人総合で出場３選手全員が決勝に進み、唐川常人選手（県岸根高３年）が４位入賞、

小林諒真選手（県港北高３年）が９位、齋藤翔選手（鶴見大附高１年）が 17位と高いレベルで演技

を行いました。女子個人総合では、三澤日向子選手（横浜清陵総合高３年）が決勝に進み、22位と

なりました。 

 アイスホッケー競技では、本県代表として武相高と慶應義塾高が出場しました。１回戦は、慶應

義塾高が盛岡中央高（岩手）に５－０、武相高も八戸工業高（青森）に９－１とともに勝利しまし

た。２回戦は慶應義塾高が白樺学園（北海道）に０－４、武相高が八戸高大一高（青森）に０－４

で敗退しました。 

 

平成 28 年度 全国総体冬季大会及び各種大会成績 

駅伝(12/20）

於:西京極総合運動公園陸上競技場

ﾗｸﾞﾋﾞｰ(12/27～1/9)

於：近鉄花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

應慶退敗戦回2)32～91/1(ｰｹｯﾎｽｲｱ

相武〃県木栃:於

ﾌｨｷﾞｭｱ(1/19～23) 個人 ４位 唐川　常人（岸根） 22位 三澤日向子（清陵総合）

）子女鵬白（花帆　尾西位45）北港（真諒　林小位９県木栃:於

17位 齋藤　　翔（鶴見大附） 64位

68位 榊原　　恵（白鵬女子）

102位 関口　佳乃（白鵬女子）

119位 守屋　　唯（日女大附）

136位 戸室梨々奈（神奈川工）

141位 長谷川もも（新羽）

）應慶（雅大　田山位51転回)6～2/2(ｰｷｽ １位 田村みのり（日大高）

）光桐（梨沙　吹矢位83）二政法（朗太尚崎宮位93県馬群:於

80位 杉本　啓典（横須賀総合） 103位 松井　萌実（横浜隼人）

82位 鈴木宏一朗（中大横浜） 114位 奥仲伽葉羅（桐光）

84位 星加　伊織（クラ厚木） 119位 家田　知咲（慶応藤沢）

92位 坂本　嵐士（法政二） DSQ 萱野　恵理（伊勢原）

大回転 39位 山田　大雅（慶應） 47位 田村みのり（日大高）

87位 坂本　嵐士（法政二） 54位 矢吹　沙梨（桐光）

95位 星加　伊織（クラ厚木） 109位 松井　萌実（横浜隼人）

100位 鈴木宏一朗（中大横浜） 119位 家田　知咲（慶応藤沢）

106位 野口　光太（荏田） 128位 加藤七菜子（慶応藤沢）

116位 杉本　啓典（横須賀総合）

130位 萩原　航紀（桐蔭）

DNF 宮崎尚太朗（法政二）

高大日位９抗対校学

◎全国高等学校総合体育大会

種　　　目
成　　　　　　　　　績

子　　　　女子　　　　男

田荏位11陵翔沢藤位61

３位 桐蔭学園

須藤　美羽（みなと総）
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田荏位１陵翔沢藤位１）5/11（伝駅
苑学浦三位２二政法位２スーコ回周湖沢丹町北山:於
子女鵬白位３栄新位３

野秦位４野秦位４
子逗位５洋相位５

沢金市位６浜横位６
栄新位７苑学浦三位７

西沢藤位８成開子逗位８
蔭桐位１)02/11～9/01(ービグラ
應慶位２他場技球沢ツ三ツパッニ:於

３位 東海相模
〃 法政二

應慶位１)8/11()ｰｹｯﾎｽｲｱ(ﾄｰｹｽ
相武位２ータンセトーケス浜横新:於

)高大日(りのみ村田位１)二政法(朗太尚崎宮位１転回）7～6/1(ｰｷｽ
)光桐(梨沙吹矢位２)應慶(雅大田山位２県野長：於

３位 坂本　嵐士(法政二) ３位 松井　萌実(横浜隼人)
４位 杉本　啓典(横須賀総合) ４位 萱野　恵理(伊勢原)
５位 星加　伊織(クラ厚木) ５位 奥仲伽葉羅(桐光)
６位 鈴木宏一朗(中大横浜) ６位 家田　知咲(慶応藤沢)

)スタリカ(桜早郡古位７)田荏(太光口野位７
)蔭桐(沙莉亜西中位８)蔭桐(志豪坂黒位８

大回転 １位 宮崎尚太朗(法政二) １位 田村みのり(日大高)
)光桐(梨沙吹矢位２)應慶(雅大田山位２

３位 坂本　嵐士(法政二) ３位 松井　萌実(横浜隼人)
４位 星加　伊織(クラ厚木) ４位 加藤七菜子(慶応藤沢)
５位 鈴木宏一朗(中大横浜) ５位 家田　知咲(慶応藤沢)

)スタリカ(桜早郡古位６)田荏(太光口野位６
)原勢伊(理恵野萱位７)蔭桐(紀航原萩位７

８位 杉本　啓典(横須賀総合) ８位 奥仲伽葉羅(桐光)
光桐位１二政法位１抗対校学

高大日位２應慶位２
３位 クラ厚木 ３位 慶応藤沢

子女鵬白位４陵翔沢藤位３）91/11（伝駅
於:群馬県伊勢崎市陸上競技場周回コース 苑学浦三位８二政法位11

田荏位21洋相位92
野秦位31栄新位23

沢金市位81野秦位53
子逗位42浜横位93

相武位３)11～9/21(ｰｹｯﾎｽｲｱ
應慶退敗戦回2ナーリアスイア玉埼県玉埼:於

）光桐（梨沙吹矢位８）應慶（雅大田山位３転回）52～32/1(ｰｷｽ
）人隼浜横（実萌井松位82）田荏（太光口野位92他倉戸瀬尾ｸｰﾟﾊｰﾉｽ県馬群：於

30位 坂本　嵐士（法政二） 38位 家田　知咲（慶応藤沢）
31位 杉本　啓典（横須賀総合） 40位 古郡　早桜（カリタス）
62位 田尻　　慎（桐蔭） 45位 奥仲伽葉羅（桐光）
66位 星加　伊織（クラ厚木） 49位 中西亜莉沙（桐蔭）
79位 豊原　拓征（桐蔭中等） 50位 松本　千里（桐光）
80位 橋本　　岳（桐蔭中等） 56位 荻原　歩実（相模女子）
87位 髙橋　汰地（関東六浦） DNF 萱野　恵理（伊勢原）
90位 近藤　惇史（桐蔭中等） DNF 上田　美波（相模女子）
91位 岡田　　俊（桐蔭中等）
96位 米澤　　亮（関東学院）
97位 井上　裕介（桐光）
DNF 鈴木宏一朗（中大横浜）
DNF 渡邊　　睦（桐光）
DNF 外村　　海（桐光）
DNF 萩原　航紀（桐蔭）
DNF 矢田　将大（荏田）
DNF 松原　英輝（桐蔭）
DNQ 黒坂　豪志（桐蔭）
DNQ 宮崎尚太朗（法政二）

大回転 ６位 宮崎尚太朗（法政二） ９位 矢吹　沙梨（桐光）
17位 山田　大雅（慶應） 33位 松井　萌実（横浜隼人）
27位 鈴木宏一朗（中大横浜） 38位 家田　知咲（慶応藤沢）
34位 星加　伊織（クラ厚木） 44位 萱野　恵理（伊勢原）
71位 大田　瑛人（慶応藤沢） 45位 奥仲伽葉羅（桐光）
72位 岡田　　俊（桐蔭中等） 46位 古郡　早桜（カリタス）
80位 中西　慶人（桐蔭） 48位 荻原　歩実（相模女子）
84位 外村　　海（桐光） 49位 中西亜莉沙（桐蔭）
88位 橋本　　岳（桐蔭中等） 50位 松本　千里（桐光）
89位 近藤　惇史（桐蔭中等） DNQ 加藤七菜子（慶応藤沢）
90位 矢田　将大（荏田）
93位 井上　裕介（桐光）
DNF 坂本　嵐士（法政二）
DNF 板倉　考樹（慶応藤沢）
DNF 石橋　直樹（桐光）
DNF 野口　光太（荏田）
DNF 杉本　啓典（横須賀総合）
DNF 萩原　航紀（桐蔭）
DNF 田尻　　慎（桐蔭）
DNF 豊原　拓征（桐蔭中等）
DNQ 髙橋　汰地（関東六浦）

光桐位41應慶位31抗対校学
15位 法政二

◎神奈川県高等学校総合体育大会

種　　　目
成　　　　　　　　　績

子女子男

◎関東高等学校体育大会

種　　　目
成　　　　　　　　　績

子女子男




