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神奈川県高等学校体育連盟 
理 事 長  松 本  哲 

  

１１  全全国国高高等等学学校校駅駅伝伝競競走走大大会会（（男男子子  第第 7711 回回大大会会、、  女女子子  第第 3322 回回大大会会））  

  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２年 12 月 20 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。県総体の結果、ともに初出場の男子の

相洋高校、女子の川崎市立橘高校が冬の都大路をはつらつと駆け抜けてくれました。

結果は、相洋高校が 2 時間８分 36 秒で 37 位、川崎市立橘高校が１時間 11 分 19 秒で

21 位でした。初出場で全力を尽くして走り切った選手たちの健闘を讃えます。 

  

２２  第第 110000 回回全全国国高高等等学学校校ララググビビーーフフッットトボボーールル大大会会  

  令和２年 12 月 27 日（日）から令和３年１月９日（土）まで、東大阪市近鉄花園ラ

グビー場で開催されました。今大会は第 100 回の記念すべき大会であり、連覇を目指

す桐蔭学園高校と、関東大会 2020 年 高校ラグビー（オータムチャレンジブロック）

で見事に優勝した東海大学付属相模高校の２校が出場しました。 

決勝戦で激戦の中、京都成章高校を下した桐蔭学園高校が見事に優勝（３回目）し、

神奈川県勢としては 1993～94 年度の県立相模台工業高校以来２校目となる連覇を達

成しました。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。 

また、東海大学付属相模高校も健闘し、トーナメント３回戦で昨年度準優勝の御所

実業高校に惜敗しましたが、見事な戦いを見せてくれました。 

  

３３  第第 7700 回回全全国国高高等等学学校校ススケケーートト競競技技・・アアイイススホホッッケケーー競競技技選選手手権権大大会会  

   フィギュアスケート競技が、令和３年１月 21 日（木）から 24 日（日）の日程で長

野市若里多目的スポーツアリーナ（ビッグハット）で開催されました。すでに世界の

舞台で活躍している星槎横浜高校の鍵山選手が男子個人で見事に優勝しました。女子

個人で同校の田邊選手が 12 位となりました。また、男子の星槎横浜高校は学校対抗で

も４位となりました。 

アイスホッケー競技が令和３年１月 21 日（木）から 25 日（月）の日程で岡谷市や

まびこスケートの森アイスアリーナ等で開催され、武相高校が２回戦に進出していま

す。  

  

４４  第第 7700 回回全全国国高高等等学学校校ススキキーー大大会会  

  令和３年２月６日（土）から 10 日（水）まで、長野県戸狩温泉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 10 名・女子７名の合計 17 名がエントリーしま

した。出場選手は健闘しましたが、残念ながら上位入賞はありませんでした。来年度の

活躍に期待します。 

神神奈奈川川県県高高等等学学校校体体育育連連盟盟  令令和和２２年年度度冬冬季季大大会会報報告告  
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◎神奈川県高等学校総合体育大会
位８位７位６位５位４位３位２位１目　　　種

駅伝

11/１

丹沢湖周回コース

位２位１目　　　種

ラグビー

10/10～11/15

ﾆｯﾊﾟﾂ三ツ沢競技場　他

位２位１目　　　種

ｽｹｰﾄ(ｱｲｽﾎｯｹｰ)

11/24

横浜銀行ｱｲｽｱﾘｰﾅ

位８位７位６位５位４位３位２位１目　　　種

大雄　田富春秀　野水汰佑　野星海　　田前斗海　幡木斗岳　幡木郎太　野河生一　木鈴ンペルアｰｷｽ

転回7～6/1 慶應義塾 慶應義塾 法政二 法政二 桐蔭学園 法政二 立花学園 桐蔭学園

長野県高天ヶ原 位１場ｰｷｽｽﾓﾝﾏ ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

大雄　田富海　　田前晴海　田滝真佑　海新郎太　野河斗海　幡木斗岳　幡木生一　木鈴ンペルア）子男（

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

んれか要子歩佳　岸山音浄　山丸瑛多　井川子恭　坂黒咲理　田家乃弥亜辺渡愛　山戸瀬ンペルアｰｷｽ

転回7～6/1 相模女子大高 白鵬女子 慶應藤沢 桐蔭学園 法政二 旭丘 光陵 日本女子大附

長野県高天ヶ原ﾏﾝﾓｽｽｷｰ場 アルペン 瀬戸山　愛 川井　多瑛 山岸　佳歩 黒坂　恭子 家田　理咲 丸山　浄音 渡辺亜弥乃 子要かれん

附大子女本日子女鵬白丘旭沢藤應慶園学蔭桐陵光二政法高大子女模相転回大）子女（

◎関東高等学校体育大会
種　　　目

位42位91位81位61位41位４伝駅

子男12～02/11

栃木県ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑ栃木

位43位23位13位51位41位３場技競上陸

女子

退敗戦回２位４目　　　種

アイスホッケー

子男31～11/21

群馬県伊香保ﾘﾝｸ

種　　　目

位65位15位05位63位23位12位91位9ーキス

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 二政法二政法園学蔭桐二政法園学蔭桐二政法園学蔭桐二政法他倉戸瀬尾

位87位67位17位66位16位95位85位75）子男（

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

慶應義塾 武相

回転

大回転

桐蔭学園 法政二

市橘 白鵬女子 三浦学苑

市橘 東海大相模 法政二

法政二 東海大相模 荏田

学校対抗 相模女子大高 法政二 慶應藤沢

相洋 鎌倉学園 藤沢翔陵

学校対抗 法政二 慶應義塾 桐蔭学園

日大高 日大藤沢 法政二

男子 慶應義塾 武相

秦野 山手学院

位５位３

男子 桐蔭学園 東海大相模 慶應義塾 関東六浦 横須賀

法政二 光明相模原 三浦学苑

女子 市橘 白鵬女子 三浦学苑 荏田 法政二 東海大相模

令和２年度　全国総体冬季大会及び各種大会成績

男子 相洋 東海大相模 鎌倉学園 市橘 藤沢翔陵



－ 11 －

位15位94位93位03位92位82位02位7ーキス

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 沢藤應慶二政法スタリカ合総原模相園学蔭桐二政法子女鵬白高大子女模相他倉戸瀬尾

QSD位95位85位75位45）子女（

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

位73伝駅

子男02/21

21位

女子

退敗戦回３位１目　　　種

ラグビー

12/27～1/9 男子

東大阪市花園ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

種　　　目

権棄位53位33位１ﾄｰｹｽ

ﾌｨｷﾞｭｱ1/21～25

長野市若里多目的ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

北港高大日英創浜横浜横槎星）子男（

４位 30位 31位

位21ﾄｰｹｽ 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1/21～25

長野市若里多目的ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ

附大子女本日英創浜横英創浜横陵清浜横子女鵬白子女鵬白浜横槎星）子女（

８位 12位 17位 32位 33位

種　　　目

ｽｹｰﾄ

ｱｲｽﾎｯｹｰ1/21～25

長野県やまびこスケートの森

種　　　目

権棄権棄権棄FNDFND位48位27位55ｰｷｽ

2/6～10 前田　　海 富田　雄大 水野　秀春 星野　佑汰 木幡　海斗 木幡　岳斗 河野　太郎 鈴木　一生

戸狩温泉ｽｷｰ場ｼﾞｪｯﾄｺｰｽ 桐蔭学園 桐蔭学園 立花学園 法政二 法政二 法政二 慶應義塾 慶應義塾

　他 63位 DNF DNF DNF

真佑　海新海　　田前晴海　田滝斗海　幡木）子男（

法政二 光陵 桐蔭学園 法政二

FNDFND位59位19位68位97位16ｰｷｽ

2/3～7 渡辺亜弥乃 山岸　佳歩 川井　多瑛 瀬戸山　愛 黒坂　恭子 家田　理咲 丸山　浄音

戸狩温泉ｽｷｰ場ｼﾞｪｯﾄｺｰｽ 白鵬女子 光陵 法政二 相模女子大高 桐蔭学園 慶應藤沢 旭丘

　他 50位 71位 78位 88位 92位 97位 DNF

咲理　田家歩佳　岸山子恭　坂黒乃弥亜辺渡音浄　山丸瑛多　井川愛　山戸瀬）子女（

相模女子大高 法政二 旭丘 白鵬女子 桐蔭学園 光陵 慶應藤沢

西京極総合運動公園
陸上競技場

東海大相模桐蔭学園

市橘

回転

大回転

相模女子大高

相洋

栖川源二郎 青木　優斗 志賀　海門個人

学校対抗
星槎横浜 横浜創英 日大高

個人 田邊　桜香 増田　未夢 斎藤　涼花

鍵山　優真

吉野　汐香 高橋　　舞 木村　真歩 齋川　怜子

学校対抗
横浜創英 白鵬女子 星槎横浜 日本女子大附 横浜清陵

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

男子

権棄退敗戦回2

塾義應慶相武




