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神奈川県中学校体育連盟理事長 橋口 秀治 

 
１１  第第５５５５回回神神奈奈川川県県中中学学校校総総合合体体育育大大会会  

  昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により夏季大会が中止となりましたが、今年度は

感染症対策を施し、県西ブロックを主会場とし、７月２７日に小田原市総合文化体育館・小田原

アリーナで行われた総合開始式を皮切りに、８月２日までの７日間にわたり熱戦が繰り広げら

れました。１６種目に県内８ブロックの厳しい地区予選会を勝ち抜いた約１６，０００名の選手たちが、

大会スローガン『県西より笑顔の Restart』を胸に、最後まであきらめず力の限り競技を行いま

した。 

  陸上競技は、１０月２日に三ツ沢陸上競技場で、駅伝競走は、１１月６日に横浜市八景島・海の

公園周回コースで開催し、令和３年度の神奈川県中学校総合体育大会も無事終了することがで

きました。 

 

２２  関関東東中中学学校校体体育育大大会会  

  昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により夏季大会が中止となりましたが、今年度は

関東ブロック１都７県（東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・山梨県・神奈川

県）の各会場で１６種目１７競技が開催されました。神奈川県の代表選手たちは自分の力を余すこ

となく発揮し、それぞれの競技ですばらしいゲームを繰り広げました。 

  神奈川県におきましては、水泳競技・軟式野球の２種目が開催されました。水泳競技は、横

浜市教育委員会・（一社）神奈川県水泳連盟のご協力のもと、８月７日から９日までの３日間、

軟式野球は、横浜市教育委員会・大和市教育委員会・神奈川県野球連盟のご協力のもと、８月

７日から１１日までの４日間、競技が行われました。その他の都県で実施されました大会におい

ても、すばらしい好試合・好成績が生まれ、多くのチームや個人が神奈川県代表として全国大

会への切符をつかむことができました。 

 

３３  全全国国中中学学校校体体育育大大会会  

  昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりましたが、令和３年度の全国中

学校体育大会は、関東ブロックで開催され８月１７日から２６日までの１０日間で、１６種目１６競技の

夏季大会が行われました。 

神奈川県におきましては、体操競技・剣道の２種目が開催されました。体操競技は、藤沢市

教育委員会・神奈川県体操協会のご協力のもと、８月１９日から２１日までの３日間、剣道は、川

崎市教育委員会・神奈川県剣道連盟のご協力のもと、８月２０日から２２日の３日間、競技が行わ

れました。 

神奈川県からは、団体競技に１８チーム（駅伝を除く）、個人競技には８種目に多くの選手が参

加し、県代表としてもてる力を十分に発揮し、たくさんの成果を得ると共に多くの感動を人々

に与えました。団体では、水泳競技（リレー）・体操競技で優勝を果たしました。個人では、水

泳競技・体操競技・柔道・卓球で優勝を果たしました。今年度も神奈川県代表としてめざまし

い活躍がみられました。 

  その他の種目においても多くの選手が輝かしい記録と成績を残すことができました。これら

の成果は、神奈川県内のすべての中学生に大きな感動と夢と希望を与えるすばらしいものとな

りました。 

 

  令和３年度の大会報告にあたり、昨年度は中学生の大会の多くが中止となり、日ごろの練習

の成果を発揮・発表する場がなくなりましたが、今年度は、開催地教育委員会、種目協会・連

盟、保護者等関係者のみなさまのご理解・ご支援で大会が開催できましたことに深く感謝申し

あげ、大会報告といたします。 

神神奈奈川川県県中中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  



－ 14 －

県西ブロック開催

備考

男子 西高津 （川崎） 岡津 （横浜） 大津 （横須賀） 茅ケ崎 （横浜）

女子 鵠沼 （藤沢） 新田 （横浜） 塚越 （川崎） 十日市場 （横浜）

総合 塚越 （川崎） 鵠沼 （藤沢） 新田 （横浜） 十日市場 （横浜）

男子 江陽 （平塚） 金沢 （横浜） 谷本 （横浜） 桐光学園 （川崎）

女子 川和 （横浜） 稲田 （川崎） 万騎が原 （横浜） 江陽 （平塚）

総合 江陽 （平塚） 川和 （横浜） 西中原 （川崎） 富岡 （横浜）

男子 名瀬 （横浜） 原 （横浜） 六ツ川 （横浜） 中山 （横浜）

女子 相模女子大 （相模原） 東永谷 （横浜） 金沢 （横浜） 武山 （横須賀）

サッカー 男子 藤ヶ岡 （藤沢） 向丘 （川崎） つきみ野 （大和） 鵠沼 （藤沢）

男子 西中原 （川崎） 法政二 （川崎） 桐蔭学園 （川崎） 野川 （川崎）

女子 岩崎 （横浜） 西中原 （川崎） 生田 （川崎） 山内 （横浜）

軟式野球 男子 大師 （川崎） 塚越 （川崎） 田島 （川崎） 大野北 （相模原）

男子 東海大相模 （相模原） あざみ野 （横浜） 大根 （秦野） 豊田 （横浜）

女子 星槎 （横浜） 矢向 （横浜） 樽町 （横浜） あざみ野 （横浜）

男子 西中原 （川崎）

女子 平 （川崎） 東山田 （横浜） 森村学園 （横浜） あかね台 （横浜）

男子 早渕 （横浜） 西中原 （川崎） 西生田 （川崎） 大野南 （相模原）

女子 相武台 （相模原） 江陽 （平塚） 藤ヶ丘 （藤沢） 湘光 （大井）

男子 大磯 （大磯） 御幸 （川崎） 浜須賀 （茅ヶ崎） 綾瀬 （綾瀬）

女子 神明 （横須賀） 東名 （厚木） 円蔵 （茅ヶ崎） 六会 （藤沢）

男子 鶴間 （大和） 南希望が丘 （横浜） 南林間 （大和） 柏ケ谷 （海老名）

女子 横浜隼人 （横浜） 寒川東 （寒川） 左近山 （横浜） 早渕 （横浜）

男子 金沢 （横浜） あざみ野 （横浜） もえぎ野 （横浜） 有馬 （海老名）

女子 橘 （小田原） 金沢 （横浜） 大野南 （相模原） 橘 （川崎）

男子 横浜英和 （横浜）

女子 金沢 （横浜） 富士見 （川崎） 万騎が原 （横浜） 栗原 （座間）

男子 東海大相模 （相模原） 東橘 （横浜） 茅ヶ崎第一 （茅ヶ崎） 金目 （平塚）

女子 金目 （平塚） 茅ヶ崎第一 （茅ヶ崎） 六角橋 （横浜） 弥栄 （相模原）

男子 潮田 （横浜） 横浜 （横浜） 東海大相模 （相模原） 都田 （横浜）

女子 田名 （相模原） 潮田 （横浜） 六角橋 （横浜） 湘洋 （藤沢）

相　撲 男子 富士見 （川崎） 泉 （小田原） 京町 （川崎） 桜本 （川崎）

男子 西高津 （川崎） 宮前平 （川崎） 稲田 （川崎） 川中島 （川崎）

女子 鵠沼 （藤沢） 山内 （横浜） 宮前平 （川崎） 汲沢 （横浜）

令令和和３３年年度度　　第第５５５５回回　　神神奈奈川川県県中中学学校校総総合合体体育育大大会会種種目目別別競競技技成成績績

第１位 第２位 第３位　　（第４位）

陸上競技

水泳競技

バスケットボール

ハンドボール

体操

新体操

バレーボール

柔　道

剣　道

駅伝競走

ソフトテニス

卓　球

バドミントン

ソフトボール
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神奈川県中学校体育連盟
種　　目 性 氏　　名 学 校 名 関東大会 全国大会 氏　　名 学校名 関東大会 全国大会

小松　幹明 樽町 (横浜） １位 ７位 ５６位 湯田　陽仁 あざみ野 （横浜） ２８位 ５２位 ８４位
原澤　楓太 日限山 (横浜） ２位 １４位 ４３位 棚橋　伸旭 あざみ野 （横浜） ４６位 ６９位 ９２位
由利　泰成 柿生 （川崎） ３位 ９位 ３２位 安藤　優 あざみ野 （横浜） ３４位 ６１位 ９３位
仲村　圭裕 共和 （相模原） ４位 ２０位 小出　一徳 あざみ野 （横浜） ３８位 ６６位 ９４位
山口　幸空 星槎 （横浜） １位 優勝 優勝 田畔　優菜 星槎 （横浜） ４位 １２位 ２１位
水野　壬華 星槎 （横浜） ２位 ３位 ４位 荻野　咲羽 矢向 （横浜） １７位 １６位 ３０位
權藤　ほの 丸山台 （横浜） ３位 ２位 １８位 槇島　美悠 矢向 （横浜） １１位 ２８位 ３７位
池田　いぶき 二宮 （二宮） ４位 ２２位 野辺　莉音 矢向 （横浜） ２９位 ６４位 ９０位
岡本　朱里 高田 （横浜） ５位 ２０位 ６２位 上関　恋瑚 矢向 （横浜） ３４位 ６９位 ９５位
稲葉　心美 樽町 （横浜） ６位 ２３位
工藤　真妃 湘洋 （藤沢） １位 5位 種目別クラブ４位 リボン５位 20位 種目別クラブ 5位 リボン 32位 大坪　好枝 希望が丘 （横浜） ４位 ２３位
畦地　心姫 相模丘 （相模原） ２位 １４位 猪狩　希羽 麻溝台 （相模原） ５位 １３位
中川　莉緒 東山田 （横浜） ３位 ３２位 ６位
不破・生田 大矢部 （横須賀） １位 ２回戦 田中・神藏 大磯 （大磯） ５位 １回戦
髙田・吉川 御幸 （川崎） ２位 ２回戦 原田・中山 大磯 （大磯） ５位 ２回戦
髙橋・髙橋 本町 （秦野） ３位 ３回戦 田原・内藤 大磯 （大磯） ５位 ２回戦
満石・秋山 伊勢原 （伊勢原） ４位 ２回戦 岩間・和田 座間 （座間） ５位 ２回戦
遠藤・西澤 東名 （厚木） １位 ２回戦 石井・小池 本町 （秦野） ５位 ２回戦
可知・石津 神明 （横須賀） ２位 ２回戦 稲葉・後藤 腰越 （鎌倉） ５位 ２回戦
平川・吉田 金目 （平塚） ３位 ２回戦 若林・中田 大船 （鎌倉） ５位 ２回戦
樋口・工藤 御幸 （川崎） ４位 ２回戦 五味・山崎 千代 （小田原） ５位 ２回戦
大村　心 西谷 （横浜） １位 ベスト１６ １回戦 関　凰介 依知 （厚木） 9位 １回戦
近藤　凱誉 若草 （相模原） ２位 ベスト３２ 黄塚　結空 山王 （伊勢原） １0位 １回戦
渡邉　崚 旭 （相模原） ３位 準優勝 １回戦 佐藤　喜 南希望が丘 （横浜） １1位 １回戦
古山　和弥 鶴間 （大和） ４位 ベスト１６ ３回戦 二宮　佑斗 鴨宮 （小田原） １2位 １回戦
大武　篤史 渋谷 （大和） ５位 ベスト８ １回戦 神南　奏平 湘南台 （藤沢） １3位 １回戦
勝田　裕介 小田 （横浜） ６位 ベスト８ ２回戦 上田　直央 金旭 （平塚） １4位 １回戦
近藤　快利 荏田南 （横浜） ７位 ２回戦 松島　輝空 星槎 （横浜） 優勝
齊藤　舜也 鶴ケ峯 （横浜） ８位 １回戦 渡部　民人 星槎 （横浜） ベスト８
岩木　仁香 横浜隼人 （横浜） １位 優勝 ベスト８ 遠藤　暖葉 横浜隼人 （横浜） １0位 ２回戦
島村　果怜 横浜隼人 （横浜） ２位 ベスト８ ２回戦 野々宮　好芭 左近山 （横浜） １1位 ２回戦
桧山　夏望 横浜隼人 （横浜） ３位 ベスト３２ 竹下　優愛 海老名 （海老名） １2位 ２回戦
髙林　光優 領家 （横浜） ４位 １回戦 井上　優芽 横浜隼人 （横浜） １3位 ベスト３２
澁川　日和 横浜隼人 （横浜） ５位 ベスト３２ 藤間　澪 池上 （横須賀） １4位 １回戦
五十嵐　のぞみ 横浜隼人 （横浜） ６位 ベスト３２ 北川　陽菜 横浜隼人 （横浜） １5位 ２回戦
宮内　理仲 横浜隼人 （横浜） ７位 ２回戦
平松　在璃伽 横浜隼人 （横浜） ８位 ２回戦 張本　美和 川中島 （川崎） 優勝
ムンフバヤル　ミチドマー 永田 （横浜） 9位 １回戦 小塩　悠菜 星槎 （横浜） ３回戦
石若　泰智 田名 （相模原） １位 ２回戦 臼井　瑛飛 橘 （川崎） ３位 １回戦
田代　隼也 金沢 （横浜） ２位 ２回戦
飯島　梓 東山田 （横浜） １位 ２回戦 御後　なつみ 王禅寺中央（川崎） ３位 １回戦
竿田　陽和 由野台 （相模原） ２位 １回戦
髙橋・松岡 金沢 （横浜） １位 １回戦 島岡・荒瀬 もえぎ野 （横浜） ３位 １回戦
江原・羽太 あざみ野 （横浜） ２位 ２回戦
岸田・茶圓 大野南 （相模原） １位 ２回戦 山田・田中 橘 （小田原） ３位 １回戦
川村・出縄 橘 （小田原） ２位 ２回戦
＜５０ｋｇ級＞ ＜７３ｋｇ級＞
西山 雄大 東海大相模（相模原） １位 ５位 ２回戦 ナコスティン　王未土 東海大相模（相模原） １位 ５位 優勝
中島　成 大正 （横浜） ２位 ２回戦 秋田蔵之介 東海大相模（相模原） ２位 ３位
森　虎太郎 東海大相模 （相模原） ３位 優勝 田所　永伎 大沢 （相模原） ３位 １回戦
＜５５ｋｇ級＞ ＜８１ｋｇ級＞
大柿　遼馬 東海大相模 （相模原） １位 ３位 ５位 今西　勇仁 東山田 （横浜） １位 ５位 ３回戦
大関　樟汰 寒川 （寒川） ２位 ２回戦 庄司　篤生 金目 （平塚） ２位 １回戦
宮田　陽光 金目 （平塚） ３位 準優勝 青木　輝月 東海大相模（相模原） ３位 ５位
＜６０ｋｇ級＞ ＜９０ｋｇ級＞
貝瀬　悠翔 追浜 （横須賀） １位 ５位 ３回戦 柴田　陽 金目 （平塚） １位 ３位 準優勝
真田　優誠 金目 （平塚） ２位 優勝 佐藤　然治 第一 （茅ヶ崎） ２位 ３位
大柿　将馬 東海大相模 （相模原） ３位 ５位 竹内　檜 東海大相模（相模原） ３位 ２回戦
＜６６ｋｇ級＞ ＜９０ｋｇ超級＞
三ツ石恵翔 東海大相模（相模原） １位 優勝 優勝 平野　匠啓 第一 （茅ヶ崎） １位 優勝 優勝
平松　天 西 （座間） ２位 １回戦 藤田　翔太 追浜 （横須賀） ２位 ２回戦
鈴木　大智 東橘 （川崎） ３位 １回戦 新藤　翔 第一 （茅ヶ崎） ３位 １回戦
＜４０ｋｇ級＞ ＜５７ｋｇ級＞
野本　朱夏 第一 （茅ヶ崎） １位 ５位 ２回戦 小松　愛南 第一 （茅ヶ崎） １位 ５位 ２回戦
中川原　菜那 緑 （清川） ２位 １回戦 今本　桃愛 六角橋 （横浜） ２位 １回戦
＜４４ｋｇ級＞ ＜６３ｋｇ級＞
光武　結彩 第一 （茅ヶ崎） １位 準優勝 ３回戦 織茂　永愛 六角橋 （横浜） １位 ５位 ３回戦
青木　美稀琉 東橘 （川崎） ２位 ５位 柴田　さち 金目 （平塚） ２位 １回戦
＜４８ｋｇ級＞ ＜７０ｋｇ級＞
沖田　結菜 柿生 （川崎） １位 ５位 ２回戦 川口　彩絵 第一 （茅ヶ崎） １位 ５位 ２回戦
野上　ひなこ 金目 （平塚） ２位 準優勝 村越　帆乃果 第一 （茅ヶ崎） ２位 １回戦
＜５２ｋｇ級＞ ＜７０ｋｇ超級＞
大泉　わかば 大磯 （大磯） １位 １回戦 ２回戦 小出　穂香 第一 （茅ヶ崎） １位 優勝 優勝
小泉　茉子 六角橋 （横浜） ２位 ５位 幸本　明香 第一 （茅ヶ崎） ２位 ５位
岩切　慶吾 東海大相模（相模原） １位 ベスト３２ 岡田　寛太郎 東海大相模（相模原） １回戦
北垣　圭悟 横浜 （横浜） ２位 ベスト３２
大嶋　英敬 川和 （横浜） ３位 ２回戦
千葉　鳳子 田名 （相模原） １位 ベスト３２ 勝目　真優 田名 （相模原） ３位 ５位
小林　真緒 田名 （相模原） ２位 ベスト３２ 石井　茉俐 潮田 （横浜） ４位 ベスト３２
平野　修良斗 深谷 （横浜） １位 ５位 決勝トーナメント２回戦

米田　海輝 城南 （小田原） ２位 ５位 ベスト３２
高原　契斗 泉 （小田原） ３位 ３位 予選リーグ敗退

青木　康文 真鶴 （真鶴） ４位 ベスト１６

剣　　道
男

女

相　　撲 男

バドミントン

男
Ｓ
女
Ｓ
男
Ｗ
女
Ｗ

柔　　道

男

女

新体操 女

ソフトテニス

男

女

男

女

卓　　球

令和３年度　関東・全国中学校体育大会　　個人　　競技成績

県総体 県総体

男

女

体操競技
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神奈川県中学校体育連盟

種　　目 性 県総体 関東大会 全国大会 性 県総体 関東大会 全国大会

1 陸上競技 男 女

2 水泳競技 男 女

名瀬 （横浜）  １　位 ２回戦 相模女子大 （相模原）  １　位 ベスト８

原 （横浜）  ２　位 ２回戦 東永谷 （横浜）  ２　位 ２回戦

藤ヶ岡 （藤沢）  １　位 １回戦

向丘 （川崎）  ２　位 １回戦

西中原 （川崎）  １　位 ３位 ５位 岩崎 （横浜）  １　位 ３位 １回戦

法政二 （川崎）  ２　位 １回戦 西中原 （川崎）  ２　位 １回戦

大師 （川崎）  １　位 ２回戦

塚越 （川崎）  ２　位 １回戦

東海大相模 （相模原）  １　位 １１位 星槎 （横浜）  １　位 優勝 優勝

あざみ野 （横浜）  ２　位 １２位 １３位 矢向 （横浜）  ２　位 ５位 ６位

西中原 （川崎）  １　位 平 （川崎）  １　位 １２位

東山田 （横浜）  ２　位 １０位

森村学園 （横浜）  ３　位 １４位

あかね台 （横浜）  ４　位 ２３位

早渕 （横浜）  １　位 ３位 決勝トーナメント１回戦 相武台 （相模原）  １　位 ３位 決勝トーナメント１回戦

西中原 （川崎）  ２　位 １回戦 江陽 （平塚）  ２　位 ２回戦

西生田 （川崎）  ４　位 １回戦 藤ヶ岡 （藤沢）  ３　位 １回戦

大野南 （相模原）  ３　位 １回戦 湘光 （大井）  ４　位 １回戦

大磯 （大磯）  １　位 ２回戦 神明 （横須賀）  １　位 １回戦

御幸 （川崎）  ２　位 ２回戦 東名 （厚木）  ２　位 １回戦

浜須賀 （茅ヶ崎）  ３　位 １回戦 円蔵 （茅ヶ崎）  ３　位 ２回戦

綾瀬 （綾瀬）  ４　位 １回戦 六会 （藤沢）  ４　位 １回戦

鶴間 （大和）  １　位 代表決定トーナメント２回戦 横浜隼人 （横浜）  １　位 優勝 ３位

南希望が丘 （横浜）  ２　位 代表決定トーナメント１回戦 寒川東 （寒川）  ２　位 代表決定トーナメント１回戦

南林間 （大和）  ３　位 予選リーグ敗退 左近山 （横浜）  ３　位 代表決定トーナメント２回戦

柏ケ谷 （海老名）  ４　位 予選リーグ敗退 早渕 （横浜）  ４　位 予選リーグ敗退

金沢 （横浜）  １　位 ３位 １回戦 橘 （小田原）  １　位 ２回戦

あざみ野 （横浜）  ２　位 ２回戦 金沢 （横浜）  ２　位 ２回戦

もえぎ野 （横浜）  ３　位 ２回戦 大野南 （相模原）  ３　位 ベスト８

横浜英和 （横浜）  １　位 １回戦 金沢 （横浜）  １　位 １回戦

富士見 （川崎）  ２　位 ２回戦

東海大相模 （相模原）  １　位 ３位 ５位 金目 （平塚）  １　位 優勝 ３位

東橘 （川崎）  ２　位 ２回戦 茅ヶ崎第一 （茅ヶ崎）  ２　位 準優勝

茅ヶ崎第一 （茅ヶ崎）  ３　位 ５位 六角橋 （横浜）  ３　位 ５位

金目 （平塚）  ３　位 ２回戦

潮田 （横浜）  １　位 ３位 準優勝 田名 （相模原）  １　位 ３位 予選敗退

横浜 （横浜）  ２　位 ベスト１６ 潮田 （横浜）  ２　位 ベスト１６ ５位

東海大相模 （相模原）  ３　位 準優勝 六角橋 （横浜）  ３　位 ベスト１６

都田 （横浜）  ４　位 予選リーグ敗退 ベスト１６ 湘洋 （藤沢）  ４　位 予選リーグ敗退

桐光学園 （川崎）  ５　位 予選リーグ敗退 久里浜 （横須賀）  ５　位 予選リーグ敗退

六角橋 （横浜）  ６　位 予選リーグ敗退 戸塚 （横浜）  ６　位 予選リーグ敗退

富士見 （川崎）  １　位 ３位 ベスト３２

泉 （小田原）  ２　位 ５位 ベスト３２

京町 （川崎）  ３　位 ベスト１６ ベスト３２

桜本 （川崎）  ４　位 １回戦敗退

西高津 （川崎）  １　位 １５位 ４１位 鵠沼 （藤沢）  １　位 ２２位 ２７位

宮前平 （川崎）  ２　位 １９位 山内 （横浜）  ２　位 ２５位

稲田 （川崎）  ３　位 ２１位 宮前平 （川崎）  ３　位 ２７位

川中島 （川崎）  ４　位 ２７位 汲沢 （横浜）  ４　位 ２９位

17 駅伝競走

15 剣　　　道 男 女

16 相　　　撲 男 女

13 ソフトボール 男 女

14 柔　　　道 男 女

11 卓　　　球 男 女

12 バドミントン 男 女

9 バレーボール 男 女

10 ソフトテニス 男 女

8 新　体　操 男 女

6 軟式野球 男 女

7 体　　　操 男 女

サッカー 男 女

5 ハンドボール 男 女

男 女

令和３年度関東・全国中学校体育大会  団体  競技成績

学　校　名 学　校　名

3 バスケットボール 男 女

4
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