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神奈川県高等学校体育連盟理事長  松本 哲  

 

１１  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症拡拡大大防防止止をを踏踏ままええたた取取組組やや経経緯緯（（令令和和２２年年度度））  

   令和２年度は世界的規模での新型コロナウイルス感染症拡大があり、国内における

あらゆる社会活動が大きな影響を受けました。高校生の体育・スポーツ活動も影を落

とし、大会等の中止が相次ぎました。 

   令和２年度関東大会（５月、６月開催）、令和２年度全国高等学校総合体育大会と全

国高等学校定時制通信制大会が中止となりました。このことによって県予選会も中止

となり、高校生アスリートの活躍の場がなくなりました。最終学年の選手にとっては

大変残念な結果となってしまいました。 

   その後、感染状況が好転したことから高校生最後の大会（県内）を代替大会として

安全・安心を確保しながら 8 月初旬から 11 月下旬の期間で開催し 18 種目で熱戦を繰

り広げました。 

   冬季全国総体等については感染状況を見ながら、ほぼ予定通りに大会等が開催され 

第 100 回全国高等学校ラグビーフットボール大会では桐蔭学園が見事に連覇を成し遂

げ、フィギュアスケート競技では、星槎横浜の鍵山優真選手が男子個人で見事に優勝

しました。  

  

２２  令令和和３３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「「輝輝けけ君君のの汗汗とと涙涙  北北信信越越総総体体 22002211」」  

令和３年度全国高等学校総合体育大会は、「走れ北信越の大地を とべ北信越の大空

へ」をスローガンに、令和３年８月 13 日、福井県越前市の「サンドーム福井」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 24 日までの 32 日間にわたり、30

の競技が福井県、新潟県、富山県、石川県、長野県の北信越５県と和歌山県において

開催されました。 

写真は総合開会式における地元高校

生による公開演技（上）と総合開会式

に参加した男子サッカーの東海大相模

と相洋の選手・監督と会長の記念写真

（下）です。 

本県選手団は、891 名（選手 669 名 

役員 222 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、女子４×400ｍR で相

洋が３大会連続の栄冠に輝きました。 

水泳では、男子 200ｍ・400ｍ個人メ

ドレーで小方颯選手（日大藤沢）が２

連覇を達成し、男子 200ｍ自由形で清

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３３年年度度各各種種大大会会報報告告  



－ 9－

水博斗選手（日大藤沢）が２位、男子 100ｍ平泳ぎで小嶋壮選手（桐光学園）が２位、

女子 100ｍ平泳ぎで矢本奈菜選手（日大高）が 2 位、女子 100ｍ・200m バタフライで

三井愛梨選手（桐蔭学園）が２位となりました。 

柔道では、男子 73kg 級で木原慧登選手（東海大相模）が優勝、男子 66kg 級で服部

辰成選手（東海大相模）が優勝、男子 60kg 級で五十嵐健太選手（桐蔭学園）が２位と

なりました。女子 57kg 級では江口凜選手（桐蔭学園）が優勝しました。 

テニスでは、男子ダブルスで菅谷選手・有本選手（慶應義塾）のペアが優勝、男子

シングルスで田中佑選手（湘南工科大附）が２位となり、女子ダブルスで内島選手･

西選手のペアが優勝しました。 

ボートでは、女子ダブルスカルで山村選手･安本選手（市横浜商）のペアが優勝しま

した。 

ヨットでは、男子 420 級で逗子開成Ａが 2 位となり、コンバインドで逗子開成が２

位となりました。 

フェンシングでは、男子エペで坂藤秀昌選手（慶應義塾）が優勝、男子フルーレで

ロレンツォ－ニ ダビデ凌河選手（YIS）が２位となりました。 

ウエイトリフティングでは、女子 55kg 級で佐藤友咲選手がスナッチ３位、クリーン

＆ジャーク優勝、トータルで優勝となり、女子 76kg 級で長藤怜奈選手がスナッチ２位、

クリーン＆ジャーク２位、トータルで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３３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３年度全国高等学校定時制通信制体育大会が 7 月 29 日から 8 月 25 日まで、東

京都、神奈川県、千葉県、静岡県、奈良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 291 名 役員 65 名）が参加しました。 

   残念ながら柔道競技はコロナ禍の影響で中止となりました。 

陸上競技では、女子 800ｍで山城萌選手（市横浜総合）が２位となりました。バレ

ーボールでは、男子で市橘が２位となり、ソフトテニスでは、男子団体で県横浜修悠

館横須賀が優勝、バドミントンでは、女子団体で市川崎総合科学、市横浜総合、日々

輝神奈川、科技高大和、県横浜明朋の合同チームが２位となりました。サッカーでは、

男子で県相模向陽館が２位、卓球では、男子団体でクラーク横浜が優勝、向陽台生蘭

が２位、男子シングルスで渡辺壮選手（市川崎総合科学）が優勝、占部裕叶選手（市

横浜総合）が３位となりました。剣道では、男子団体では、秀英、日々輝神奈川のＡ

チームが優勝となり、女子個人では星槎横浜の登内奈々桜選手が２位となりました。

自転車競技（いずれも男子）では、１km タイムトライアルでは沓掛優士選手（県神奈

川総合産業）が優勝、３km インディヴィデュアル・パーシュートで渡邉飛彬選手（県

神奈川総合産業）が優勝、沓掛優士選手（県神奈川総合産業）が２位、４km 速度競争

で今成研汰選手（県神奈川工）が優勝、山根悠歩選手（県神奈川総合産業）が２位、

団体では県神奈川総合産業がチームスプリントで優勝、学校対抗トラックの部で同校

が優勝しました。 

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 砲丸投げ ４位 山田　暉斗 法政二 400ｍ ７位 新田　　望 法政二

7/28～8/1 円盤投げ ３位 佐藤 ﾛﾊﾞｰﾄ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ 星槎湘南 800ｍ ４位 新田　　望 法政二

福井県営陸上競技場 ハンマー投げ ４位 兼平　涼一 県金沢総合 100ｍH ７位 大谷すみれ 法政二

4×400ｍR １位

棒高跳 ４位 相原ほのか 法政二

総合 ８位

水泳（競泳） 100m自 ８位 ｽｺｯﾄ　龍海 湘南工大附 50m自 ６位 溝口　歩優 日大藤沢

8/17～20 200m自 ２位 清水　博斗 日大藤沢 ５位 笹目　南帆 日大藤沢

３位 清水　博斗 日大藤沢 ８位 水上　夏鈴 日大藤沢

６位 土田充千穗 慶應義塾 ２位 矢本　奈菜 日大高

100m平 ２位 小嶋　　壮 桐光学園 ３位 高橋　陽向 日大藤沢

100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ４位 荻野倖太朗 日大藤沢 ３位 小畠優々美 白鵬女子

４位 上川畑　英 桐光学園 ３位 矢本　奈菜 日大高

５位 荻野倖太朗 日大藤沢 ７位 中澤　海凪 日大藤沢

１位 小方　　颯 日大高 100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ ２位 三井　愛梨 桐蔭学園

３位 渡辺　裕太 日大藤沢 ２位 三井　愛梨 桐蔭学園

１位 小方　　颯 日大高 ８位 野井　珠稀 湘南工大附

２位 上川畑　英 桐光学園 200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ ４位 野井　珠稀 湘南工大附

総合 ３位 総合 ４位

体操(男子）8/9～11

リージョンプラザ上越

体操（女子）7/30～8/2

リージョンプラザ上越

新体操　8/21～22 個人総合 ６位 貝瀬　　壮 光明相模原

新潟市東総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 団体 ７位

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ　8/16～19

北陸電力福井体育館フレア　他

柔道 60kg級 ２位 五十嵐健太 桐蔭学園 57㎏級 １位 江口　　凛 桐蔭学園

8/8～12 66kg級 １位 服部　辰成 東海大相模 78㎏級 ５位 千葉むつみ 横須賀学院

長野市真島総合ｽﾎﾟｰﾂｱﾘｰﾅ 73㎏級 １位 木原　慧登 東海大相模

81㎏級 ３位 天野　開斗 東海大相模

90㎏級 ３位 多田隅隆汰 東海大相模

100㎏級 ３位 金子　竜士 東海大相模

５位 横浜創英

星槎湘南

光明相模原

６位

個人総合 ５位 鈴木　沙菜 横浜隼人

日大藤沢日大藤沢

個人総合 ３位 岡　慎之助 星槎横浜

200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

400m自

200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

200m自

団体総合

学校対抗

100m平

200m平200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ

令和３年度　全国高等学校総合体育大会成績（入賞者）

女　　　子男　　　子

長野運動公園総合運動場
総合市民プール

法政二

相洋
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競　　　技

弓道　7/29～8/1

謙信公武道館

テニス 団体 ５位 ｼﾝｸﾞﾙｽ ５位 平田　　葵 白鵬女子

8/2～8 ｼﾝｸﾞﾙｽ ２位 田中　　佑 湘南工科大附 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 内島・西 白鵬女子

松本市浅間温泉庭球公園　他 ﾀﾞﾌﾞﾙｽ １位 菅谷・有本 慶應義塾

ボート　8/16～20 ４×＋ ４位
木菱・里・若鍋

光武・宮崎 市横浜商

福井県立久々湖漕艇場 ２× １位 山村・安本 市横浜商

ﾚｽﾘﾝｸﾞ　8/21～23　 47㎏級 ５位 荒井　光月 日大藤沢

あおい町総合運動公園　体育館 50㎏級 ５位 竹内美保子 日大藤沢

ヨット ２位 黒田・渡邉・松井・大川 逗子開成Ａ ﾚｰｻﾞｰR級 ７位 青木　　澪 県七里ガ浜

8/13～16 ７位 斉藤・中川・河田・橋本 逗子開成Ｂ

和歌山セーリングセンター ７位 岡田　爽良 県藤沢総合

８位 遠藤海七希 湘南学園

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ ２位

フェンシング　 学校対抗 ３位 学校対抗 ３位

8/11～8/14 フルーレ ２位 ロレンツォーニ　ダビデ凌河 横浜インターナショナルスクール

越前市AW-Iスポーツアリーナ エペ １位 坂藤　秀昌 慶應義塾

ｳｪｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 89㎏級トータル ８位 青柳　瑛人 日大藤沢

8/10～8/13 96kg級トータル ７位 白戸　愛也 日大藤沢

小浜市民体育館 64kg級トータル ７位 鶴岡　亜衣 法政ニ

ｱｰﾁｪﾘｰ 団体 ８位

8/20～21 個人 ３位 奥村　礼矢 星槎湘南

鯖江市東公園陸上競技場 個人 ７位 瀬川　　凛 東海大相模

空手道　8/13～15 個人組手 ５位 三川　弦大 横浜創学館

丸山総合公園総合体育館 個人形 ４位 小山呼汰朗 光明相模原

カヌー　8/18～21

あわら市北潟湖特設カヌーコース

ライフル射撃　 学校対抗（BR) ３位

8/8～11 学校対抗（AR) ５位

広島県つつがライフル射撃場 BR40WJ ５位 山本　夏美 英理女子

ダンス　8/11～14

神戸文化ホール　
高校の部

日本女子
体育連盟
会長賞

県大和

男　　　子 女　　　子

英理女子

英理女子

東海大相模

個人組手 ５位 千葉満利愛 横浜創学館

C－2 500m ８位 河村・奈良田 県横浜修悠館横須賀

８位 慶應義塾

湘南工科大附

逗子開成

慶應藤沢 法政二

（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、ダンスは全日本高校・大学ダンスフェスティバルでの結果を掲載

ﾚｰｻﾞｰR級

55kg級ｽﾅｯﾁ
ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
ﾄｰﾀﾙ

３位
１位
１位

佐藤　友咲 日大藤沢

76kg級ｽﾅｯﾁ
ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
ﾄｰﾀﾙ

２位
２位
２位

長藤　伶奈 日大藤沢

420級

団体
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競　　　技

陸上競技 200m ７位 高良　　凱 市川崎 100m ８位 井上　早紀 科技高大和

8/22～24 800m ５位 呉屋　海音 県川崎 200m ７位 井上　早紀 科技高大和

東京都駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園陸上競技場 1500m ６位 呉屋　海音 県川崎 800m ２位 山城　　萌 市横浜総合

3000mSC ５位 川口　佳雄 向陽台生蘭 ３位 志賀伶央奈 市横浜総合

4×100mR ５位 都丸・高良・岩崎・田島 神奈川県 ７位 山城　　萌 市横浜総合

4×400mR ６位
森田(琉)・呉屋(海)
森田(莞)・呉屋(透) 神奈川県 砲丸投 ３位 湯浅　舞衣 市横浜総合

総合 ４位

バレーボール　8/12～14 ２位

ひらつかサン・ライフアリーナ ５位

ソフトテニス　8/9～10

白子町ｻﾆｰﾃﾆｽｺｰﾄ

バドミントン　8/15～18 団体 ２位

小田原アリーナ 個人 ５位 山川　夏音 市川崎総合科学

サッカー　7/30～8/3

清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ　他

卓球　 団体 １位

8/4～6 １位 渡辺　　壮 市川崎総合科学

ロートアリーナ奈良 ３位 占部　裕吐 秀英

５位 蛭澤　聖太 秀英

剣道　8/3 団体 １位 神奈川県 個人 ２位 登内菜々桜 星槎横浜

ロートアリーナ奈良 個人 ５位 高橋　祐哉 秀英 個人 ５位 大戸かれん 日々輝神奈川

柔道　9/18～19

講道館

自転車 １位 沓掛　優士 県神奈川総合産業

8/11 ３位 渡邉　飛淋 県神奈川総合産業

静岡競輪場 ６位 六郷　晴貴 県神奈川総合産業

１位 渡邉　飛淋 県神奈川総合産業

２位 沓掛　優士 県神奈川総合産業

４位 仲宗根アンドレ 県神奈川総合産業

８位 鷹觜　諒飛 星槎横浜

１位 今成　研汰 県神奈川工

２位 山根　悠歩 県神奈川総合産業

３位 六郷　晴貴 県神奈川総合産業

４位 大森　明雄 県神奈川総合産業

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ １位

１位

６位

軟式野球　8/16～19

大田スタジアム　他

神奈川県

クラーク横浜

県神奈川総合産業Ａ

県神奈川総合産業

県神奈川工

３位 市橘

神奈川県Ａ

２位 県相模向陽館

市川崎

団体 １位 神奈川県

団体 ３位 神奈川県Ａ

令和３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

1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

学校対抗
トラックの
部

3km
ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

3000m

個人

4km速度競争

市橘

コロナ禍の影響で大会中
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