
◎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

11/１

丹沢湖周回コース

種　　　目 １位 ２位

ラグビー

10/10～11/15

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)

11/24

横浜銀行ｱｲｽｱﾘｰﾅ

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

ｽｷｰ アルペン 鈴木　一生 河野　太郎 木幡　岳斗 木幡　海斗 前田　　海 星野　佑汰 水野　秀春 富田　雄大

1/6～7 回転 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

長野県高天ヶ原ﾏﾝﾓｽｽｷｰ場 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

（男子） アルペン 鈴木　一生 木幡　岳斗 木幡　海斗 河野　太郎 新海　佑真 滝田　海晴 前田　　海 富田　雄大

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

ｽｷｰ アルペン 瀬戸山　愛 渡辺亜弥乃 家田　理咲 黒坂　恭子 川井　多瑛 丸山　浄音 山岸　佳歩 子要かれん

1/6～7 回転 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

（女子） 大回転 相模女子大高 法政二 光陵 桐蔭学園 慶應藤沢 旭丘 白鵬女子 日本女子大附

種　　　目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

ボウリング 石川　夕真 加藤　慧一 青木　大雅 塚田　侑希 中尾　一貴 寺地　竜輝

11/7～8 横須賀工 横浜翠嵐 釜利谷 桐光学園 横須賀工 横浜南陵

江の島ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 中尾・石川 浅香・青木 渡辺・船越

（男子） 横須賀工 釜利谷 釜利谷

ボウリング 徳永　愛梨 恩田　夏好 川端　優和 宮崎　ひな 川端　心春 松田　寿璃

11/7～8 釜利谷 釜利谷 大師 釜利谷 釜利谷 相原

江の島ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 恩田・徳永 堀内・宮崎 和田・平井

（女子） 釜利谷 大師 釜利谷

◎関東高等学校体育大会
種　　　目

駅伝 ４位 14位 16位 18位 19位 24位

11/20～21 男子

栃木県ｶﾝｾｷｽﾀｼﾞｱﾑ栃木

陸上競技場 ３位 14位 15位 31位 32位 34位

女子

種　　　目 ４位 ２回戦敗退

アイスホッケー

12/11～13 男子

群馬県伊香保ﾘﾝｸ

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 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 秦野 山手学院

３位 ５位

男子 桐蔭学園 東海大相模 慶應義塾 関東六浦 横須賀 日大高 日大藤沢 法政二

男子 慶應義塾 武相

学校対抗 法政二 慶應義塾 桐蔭学園

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

個人

市橘 東海大相模 法政二

法政二 東海大相模 荏田市橘 白鵬女子 三浦学苑

慶應義塾 武相

２人チーム

総合 釜利谷 旭丘

総合 横須賀工 釜利谷 横浜南陵

個人

２人チーム



◎全国高等学校総合体育大会
種　　　目

駅伝 37位

12/20 男子

西京極総合運動公園陸上競技場

21位

女子

種　　　目 １位 ３回戦敗退

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

ｽｹｰﾄ １位 33位 35位 棄権

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

（男子） 星槎横浜 横浜創英 日大高 港北

４位 30位 31位

ｽｹｰﾄ 12位 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

（女子） 星槎横浜 白鵬女子 白鵬女子 横浜清陵 横浜創英 横浜創英 日本女子大附

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

ｽｷｰ 55位 72位 84位 DNF DNF 棄権 棄権 棄権

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

（男子） 木幡　海斗 滝田　海晴 前田　　海 新海　佑真

法政二 光陵 桐蔭学園 法政二

ｽｷｰ 61位 79位 86位 91位 95位 DNF DNF

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

（女子） 瀬戸山　愛 川井　多瑛 丸山　浄音 渡辺亜弥乃 黒坂　恭子 山岸　佳歩 家田　理咲

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

◎全国高校大会
種　　　目

ボウリング ２位 12位 29位 34位 39位

12/18～20 男子

三重県津ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾞｳﾙ

３位 14位 16位

女子
釜利谷A 釜利谷B 旭丘

アルペン
大回転

横須賀工 釜利谷 横浜南陵 大師 旭丘

アルペン
回転

アルペン
大回転

アルペン
回転

男子

2回戦敗退 棄権

武相 慶應義塾

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

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 栖川源二郎 青木　優斗 志賀　海門

市橘

相洋

東海大相模桐蔭学園


