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令和３年度 全国定通制体育大会成績

◎ サッカー ７月３０日(金) ～ ３日(火)

・１回戦 (清水ナショナルトレーニングセンター)

伊勢崎工業 ０ －１３ 刈谷東(愛知)

前 ０ － ７

後 ０ － ６

◎ 剣 道 (ロートアリーナ奈良) ８月３日(火)

・男子個人戦

１回戦 神谷 晴笠 (安 総２) ド － 高橋 諒多(岩手：杜陵 奥州高２)

２回戦 神谷 晴笠 (安 総２) メ － 中山 飛鳥(京都：朱雀１)

加藤 絢太 (清 陵２) メ － 小椋 英義(兵庫：西宮香風３)

成田 渓吾 (清 陵１) メ － メメ 新保 洸介(愛知：刈谷東２)

３回戦 神谷 晴笠 (安 総２) メ － 阿部 風斗(大阪：成城２)

加藤 絢太 (清 陵２) メ － 深谷 悠聖(茨城：水戸平成学園２)

４回戦 神谷 晴笠 (安 総２) メメ － コ 牛山 峻輔(長野：つくば開成学園３)

加藤 絢太 (清 陵２) － メ 髙橋 祐哉(神奈川：秀英３)

準々決勝 神谷 晴笠 (安 総２) － ド 髙岡 大生(東京：科学技術学園日野３)

※ベスト８進出（５位）

・女子個人戦

１回戦 今泉 一心 (桐 生２) コ － 野口 綾乃(愛知：刈谷東１)

吉田 由美 (桐 工１) 不戦敗 平田 琴海(富山：新川みどり野３)

２回戦 今泉 一心 (桐 生２) －メド 中野 帆夏(千葉：千葉大宮３)

◎ 卓 球 (駒沢オリンピック公園屋内球技場) ８月６日(火) ～ ８月８日(木)

・男子団体 １回戦 清 陵 １－３ 旭川東(北海道)

大澤 直也(３) ３－０ 夏井 駿作(１)

岩崎 愛斗(３) ０－３ 福塚 紫陽(４)

神尾 竜弥(２) ２－３ 鈴木 弘翔(４)

神尾 竜弥(２） １－３ 夏井 駿作(１)

・女子団体 １回戦 沼 田 １－３ 松山南（愛媛）

高橋 昌美(４) ３－０ 藤田昌采美(２)

山﨑 留生(２) ０－３ 三瀬 友莉(３)

金子 里歩(３) ０－３ 片山ありさ(１)

山﨑 留生(２) ０－３ 藤田昌采美(２)

・男子個人戦

１回戦 神尾 竜弥 (清 陵２) ０－３ 藤松 夢輝(長崎：佐世保中央３)

小野 柊哉 (前 工４) ０－３ 新井 謙介(三重：大橋学園２)

２回戦 山井 智稀 (富 岡４) ３－２ 髙橋 瑠希(富山：志貴野２)

須田 龍太 (渋 工２) ０－３ 森澤 舜介(兵庫：飾磨工業１)
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３回戦 山井 智稀 (富 岡４) ３－２ 上村 瑠希(千葉：千葉大宮２)

・女子個人戦

１回戦 新井なつみ (桐 商３) ２－３ 城内 空歩(岐阜：城南２)

星野 鈴香 (桐 商３) ０－３ 植本 愛梨(高知：中芸３)

高橋 昌美 (沼 田４) ０－３ 寺部 千春(愛知：豊橋市立豊橋３)

２回戦 千明 瀬奈 (沼 田３) 不戦敗 山岡奈津菜(広島：福山工業３)

◎ ソフトテニス (サニーテニスコート) ８月９日(月) ～ ８月１０日(火)

・男子団体

１回戦 群馬 ０ － ③ 岡山

岩﨑愛斗３・阿久津瑠唯２（清陵・太フレ）３－④ 大石陽太３・細川竜也２（烏城）

村田拓海３・佐藤啓玖２ （清陵) ０－④ 森長遥２ ・志岐佳泰２（烏城）

吉井海凪３・若森蒼２ （高工） ２－④ 綛谷洸太３・有高悠３ （烏城）

・男子個人

１回戦

村田拓海３・佐藤啓玖２（清陵) ２－④ 肆矢康太２・花城陽月３（愛知・科学技術学園）

岩﨑愛斗３・坂谷寧和３（清陵） ④－２ 宮尾倖輔３・濱田僚亮１(熊本・八代工業)

吉井海凪３・若森蒼２ （高工） ０－④ 森長遥２・志岐佳泰２（岡山・烏城）

２回戦

岩﨑愛斗３・坂谷寧和３（清陵） ペアが相手選手の棄権により不戦勝

３回戦

岩﨑愛斗３・坂谷寧和３（清陵） ０－④ 加納亮１・荻野瞬太郎２（愛知・科学技術学園）

・女子個人

１回戦

横山莉々香３・酒井絵理美３（青陵）１－④ 森美月３・越川月２（静岡・浜松大平台）

◎ 自転車競技 トラック（静岡競輪場） ８月１１日（水）

ロード（オートパラダイス御殿場）天候悪化により中止８月１２日（木）

《 トラックの部 》

・１ｋｍタイムトライアル

第 ９位 梅山 侑也 （前工４） １分２６秒４９

第２２位 桑原 大吾 （渋工２） １分３７秒１８

第２６位 闖 子淇 （高工１） １分４０秒６４

・３ｋｍインディヴィデュアルパーシュート

第 ６位 梅山 侑也 （前工４） ４分４６秒８３

第１７位 闖 子淇 （高工１） ５分２８秒９６

第１８位 桑原 大吾 （渋工２） ５分３１秒０９

学校対抗 第 ８位 前橋工業
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◎ 軟式野球 ８月１６日(月) ～ １９日(木)

・２回戦 （駒沢オリンピック公園硬式野球場）

清 陵 ３ － １３ 大川学園高校通信(埼玉県)

◎ バドミントン (小田原アリーナ) ８月１６日(月) ～ １８日(水)

・男子団体

２回戦 群 馬 ３－０ 宮 城

（ダブルス）舘野 大地 （清 陵４）２－０ 孫 聴楓 （仙台大志３）

佐藤 啓玖 （清 陵２） 平岡 愛翔 （仙台大志１）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ１）柳原 竜馬 （前 工４）２－１ 太田 晨矢 （仙台大志３）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ２）小林 諒也 （太フ高３）２－０ 佐藤 碧空 （仙台大志２）

３回戦 群 馬 ０－２ 熊 本

（ダブルス）舘野 大地 （清 陵４）０－２ 中井翔太郎 （一ツ葉３）

田島 聖那 （館 林１） 一原 勇斗 （八代工業２）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ１）柳原 竜馬 （前 工４）０－２ 伊東 幸大 （勇志国際３）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ２）佐藤 啓玖 （清 陵２） － 梅下 元気 （湧心館４）

・女子団体

１回戦 群 馬 不戦勝 宮 城

２回戦 群 馬 不戦勝 鹿児島

３回戦 群 馬 １－２ 兵 庫

（ダブルス）笹野 百香 （藤中央４）０－２ 橋本 莉奈 （県立農業３）

遠藤 琴音 （清 陵２） 佐藤 菜詩 （尼崎市立琴ノ浦４）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ１）髙屋敷麻衣 （館 林４）２－０ 森野 桃 （網干２）

（ｼﾝｸﾞﾙｽ２）梶山 嬉々 （桐 商４）０－２ 川口 桃葉 （網干３）

・男子個人戦

１回戦 佐藤 啓玖 （清 陵２）０－２ 金子 颯太 （秋田：横手１）

２回戦 舘野 大地 （清 陵４）不戦勝

３回戦 舘野 大地 （清 陵４）０－２ 市川 真大 （神奈川：秀英２）

・女子個人戦

１回戦 笹野 百香 （藤中央４）０－２ 北川 真子 （北海道：飛鳥未来３）

２回戦 髙屋敷麻衣 （館 林４）０－２ 村瀬 唯花 （香川：高松商業２）

◎ 陸上競技 (駒沢オリンピック公園陸上競技場) ８月２２日(日) ～ ２４日(火)

・男子１００ｍ 柳沢 成那 (太フ高２) ⑦12"90

増尾 凌 (太フ高１) ⑦13"32

佐藤 燿人 (前 工４) ⑧14"59

・男子２００ｍ 小澤 義貴 (前 工１) ⑥26"15

増田 匠 (高 工３) ⑦26"45

北島 蒼月 (髙 工３) ⑧29"62
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・男子８００ｍ 飯田 連 (桐 工２) 棄権

須田 希実 (高 工３) 棄権

・男子１５００ｍ 富岡 大貴 (清 陵３) ⑤5'00"62

上林 直生 (桐 商３) 棄権

柳沢 成那 (太フ高２) ⑬5'22"58

・男子４×１００ｍＲ 勝又 葵 (前工２)・小澤 義貴(前工１)・川上 拓馬(前工４)

佐藤 燿人(前 工４) ④54"00

・男子走高跳 WATTLO SOWRAVIT(太フ高２) 決勝⑥1ｍ65

・男子走幅跳 佐藤 燿人 (前 工４) ⑳3ｍ62

増尾 凌 (太フ高１) ⑳4ｍ50

増田 匠 (高 工３) ⑯4ｍ52

・男子砲丸投 勝又 葵 (前 工２) 予③9ｍ71 決勝⑥10m50

後閑隆之介 (髙 工３) 棄権

KATEKARO MADERAS KEN (太フ高１) 棄権

・男子円盤投 WATTLO SOWRAVIT(太フ高２) 予②26ｍ57 決勝②30m61

UETI MUIBA ABERARUDO(太フ高１) 予⑫16ｍ76

後閑隆之介 (髙 工３) 棄権

・女子１００ｍ 黒澤 侑加 (高 崎２) ⑥15"28

・女子２００ｍ 黒澤 侑加 (高 崎２) ⑤33"01

・女子８００ｍ 吉田 由美 (桐 工３) 棄権

・女子円盤投 KOKADO NABIA NATUMI (太フ高2) ⑭13m68

令和３年度 全国定通制体育大会総合成績等

成 績 競 技 名 種 別・種 目 学校名 備 考

８位 自転車 総合 前 工

令和３年度 全国定通制体育大会入賞者一覧

成 績 競 技 名 種 別・種 目 氏 名 学校／年 備 考

２位 陸 上 円盤投 WATTLO SOWRAVIT 太フ高２

剣 道 男子個人 神 谷 晴 笠 安総合２

５位

陸 上 走高跳 WATTLO SOWRAVIT 太フ高２

自転車 3㎞インディヴィデュアルパーシュート 梅 山 侑 也 前 工４

６位

陸 上 砲丸投 勝 又 葵 前 工２


