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あいさつ 

 

                        塩竈市長 

                 佐 藤   昭 

 

 

 平成２９年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会が、大会スローガンであ

る「繋がる絆 魅せよう僕らの若き力」のもと、ここ塩竈市において盛大に開催できまし

たことを大変嬉しく思います。 

 これもひとえに、式典や競技の運営にご尽力をいただきました大会役員及び補助員は

じめ、多くの関係者のお力とご支援の賜物と心から感謝申し上げます。 

少林寺拳法競技につきましては、平成２６年よりインターハイ正式種目となり、また、

今年は少林寺拳法が創始されてから７０年の節目の年でもありました。 

各地の厳しい予選を勝ち抜いた高校生拳士が、それぞれ郷土の代表としての誇りを胸

に熱い戦いを繰り広げ、その真剣な姿は、市民をはじめ多くの観客を魅了されました。ま

た、大会を観戦させていただいた私自身も、道着を纏った爽やかな高校生拳士による「剛

法」と「柔法」のバランスのとれた華麗な演武には大変感動いたしました。 

 本大会に向けては、塩竈市としても、選手の皆さんが持てる力を存分に発揮できるよ

う、また、全国から訪れる多くの方々を「おもてなしの心」でお迎えし、思い出に残る夢

と感動にあふれる大会になるよう準備を進めて参りました。そして、この大会を成功さ

せようと、地元からも多くの高校生の皆様に大会の準備や競技・運営補助員として携わ

っていただき、まさに、高校生が主役となった大会でもありました。 

最後になりますが、本大会の開催にあたり、多大なるご尽力をいただきました関係者

の皆様に感謝申し上げますとともに、少林寺拳法競技のますますのご発展を祈念しご挨

拶といたします。 
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特別な夏に感謝 

                             

 

宮城県高等学校体育連盟 

                            会 長 大 沼 博 之 

 

 

 本県で単独開催された平成２年度インターハイから２７年が経過した今年，南東北の山

形，福島，宮城の三県において「繋がる絆 魅せよう僕らの若き力」をスローガン，「はば

たけ世界へ南東北総体 2017」を大会愛称とした平成２９年度南東北インターハイが開催さ

れ，各地で熱戦が繰り広げられました。本県では１１競技１３種目が開催され，インター

ハイ出場の切符を勝ち取った宮城県選手団はすべての競技で健闘してくれました。団体・

個人の８種目での優勝をはじめ，例年の成績を上回る５７個の入賞を成し遂げました。選

手たちが持てる力を十二分に発揮して戦う姿はとても感動的であり，会場を訪れたすべて

の人がひとつになって応援し，多くの会場が熱気に包まれました。 

大会を支える高校生の活動では，高校生活動推進委員会が大会を盛り上げるカウントダ

ウンセレモニーや各種イベントを開催してインターハイの広報活動に取り組んでくれまし

た。さらに，競技会場では，県内の高校生が競技補助員・運営補助員・式典運営・受付業

務・駐車場運営・弁当の配布や回収・歓迎の挨拶・ＪＲ各駅での案内所運営など，多方面

で大活躍して大会を支えました。東日本大震災から６年が経過しましたが，全国の皆様か

ら頂いた支援に対する感謝の気持ちが，この「おもてなしの心」に繋がっていると感じま

した。同時に，まだまだ復興途上ではありますが，元気になった宮城県を少しでも全国に

発信できたのではないかと考えています。常に明るく丁寧に活躍する生徒たちの姿は，マ

スコミに取り上げられるとともに，全国から来県いただいた役員等の皆様からも高い評価

を頂いたところです。この経験は必ずや各方面で生かされるものと思います。 

南東北インターハイは，お陰様で大成功のうちに幕を閉じることができました。この特

別な夏の素晴らしい経験を生かし，生徒たちのよりよい育成のために今後の高体連競技専

門部の発展と活躍を期待するものであります。 

結びに，この大会の開催に当たりお力添えを頂きました宮城県・宮城県教育委員会・会

場地市町・市町教育委員会・会場地市町実行委員会・各競技団体・各競技専門部・各学校・

県内高校生及びすべての関係団体の皆様に感謝と御礼を申し上げ挨拶といたします。 
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開会式 選手宣誓

組演武Ⅰ 組演武Ⅱ

単独演武 団体演武

表彰式 閉会式

大会写真
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開会式 式次第 

    

No.  内 容  

１ 開会宣言 宮城県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部委員長 小島 美貴 

２ 国歌斉唱   

３ 高体連の歌斉唱   

４ 優勝杯返還   

５ 大会委員長挨拶 公益財団法人全国高等学校体育連盟少林寺拳法専門部部長 五十嵐善一郎 

６ 大会名誉会長挨拶 一般財団法人少林寺拳法連盟会長 川島 一浩 

７ 開催地歓迎の言葉 塩竈市長 佐藤  昭 

８ 生徒歓迎の言葉 宮城県塩釜高等学校生徒会長 佐藤  響 

９ 来賓紹介及び祝電披露   

10 審判長諸注意 審判長 梅野 清嗣 

11 選手宣誓 宮城県塩釜高等学校 川村 剛史 

  宮城県塩釜高等学校 大内 玲菜 

    

閉会式 式次第 

    

No.  内 容  

１ 成績発表及び表彰   

２ 開催地挨拶 塩竈市長 佐藤  昭 

２ 開催県専門部長挨拶 宮城県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部部長 竹内  透 

３ 次回開催県委員長挨拶 愛知県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部委員長 近藤 重夫 

４ 閉会宣言 宮城県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部委員長 小島 美貴 
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時間 内容 場所 時間 内容 場所 時間 内容 場所 時間 内容 場所

7:30 開館・スタッフ集合 7:30 開館・スタッフ集合 7:30 開館・スタッフ集合

8:00 開館・スタッフ集合 8:15 大会運営会議 第二会議室 8:15 大会運営会議 第二会議室 8:15 大会運営会議 第二会議室

前日の結果発表・掲示 館内 前日の結果発表・掲示 館内

8:20 選手団等入館開始 ２階南北 8:20 選手団等入館開始 ２階南北 8:20 選手団等入館開始 ２階南北

8:45 選手団等入館開始 ２階南口 8:40 審判員会議 研修室 8:30 審判員会議 研修室 8:30 審判員会議 研修室

9:00 大会運営会議 第二会議室 9:00 選手集合・諸注意 第二競技場

公開練習開始 9:20 来賓入場 9:10 １R選手集合 第二競技場 9:10 １R選手集合 第二競技場

（塩竈市立玉川中学校
          9:00～13:00) 9:30 開会式 第一競技場 9:30 １R男子単独演武：準決勝 第一競技場 9:30 １R男女　単独演武：決勝 第一競技場

（塩釜ガス体育館第二競技場
          9:00～14:00)

選手入場、国旗、高体連旗儀礼

10:00 全国常任委員会 第二会議室 9:55 優勝杯返還 10:05 ２R選手集合 第二競技場 10:05 ２R選手集合 第二競技場

10:30 コート設営 10:25 ２R女子単独演武：準決勝 第一競技場 10:25 ２R男女　組演武：決勝 第一競技場

10:50 １R選手集合 第二競技場

11:10 １R男子単独演武：予選 第一競技場 11:00 ３R選手集合 第二競技場 11:20 ３R選手集合 第二競技場

11:30 弁当配布 １階南側
入り口外 11:30 弁当配布 １階南側

入り口外 11:20 ３R男子組演武：予選Ⅱ 第一競技場 11:30 弁当配布 １階南側
入り口外

12:00 11:55 ２R選手集合 第二競技場 11:30 弁当配布 １階南側
入り口外

11:40 ３R男女団体演武:決勝 第一競技場

12:00 出場校受付(12:00～14：00) ２階ロビー 12:15 ２R女子単独演武：予選 第一競技場 12:20 ３R競技終了

12:20 昼休み 12:25 ３R競技終了

12:50 ４R選手集合 第二競技場 12:25 昼休み

13:00 専門委員長会議 研修室 13:00 ３R選手集合 第二競技場 13:10 ４R女子組演武：予選Ⅱ

13:20 ３R男子組演武：予選Ⅰ 第一競技場 13:30 閉会式 第一競技場

14:05 ５R選手集合 第二競技場 成績発表

14:15 ４R選手集合 第二競技場 14:25 ５R男子団体演武：準決勝

14:30 選手集合(開会式ﾘﾊｰｻﾙ準備) 第二競技場 14:35 ４R女子組演武：予選Ⅰ 第一競技場

14:45 引率責任者会議 研修室 15:00 ６R選手集合 第二競技場 14:30 閉会宣言

15:30 （引率責任者１名が必ず出席） 15:30 ５R選手集合 第二競技場 15:20 ６R女子団体演武：準決勝 14:40 大会運営会議 第二会議室

15:00 開会式リハーサル 第一競技場
第二競技場 15:50 ５R男子団体演武：予選 第一競技場

16:00 16:00 ６R競技終了

15:45 審判員会議 研修室 16:35 ６R選手集合 第二競技場 16:10 大会運営会議 第二会議室

第一競技場 16:55 ６R女子団体演武：予選 第一競技場 16:20 実行委員会最終確認

16:30 退館

17:00 撤収作業終了

17:45 17:45 ６R競技終了 17:30 退館

18:00 大会運営会議 第二会議室

18:20 実行委員会最終確認

18:30 退館 18:30 退館

①塩竈市立玉川中学校（車５分・徒歩約２０分・マイクロバスを運行予定）

　8/3（木）10:00～17:00, 8/4（金）9:00～13:00，8/5（土）8:30～15:30 

　8/6（日）8:30～14:00，8/7（月）8:30～10:30 

②塩釜ガス体育館第二競技場

　8/4（金）9:00～14:00,　その他は会議・選手集合時間以外は使用可

練習会場について

平成29年度全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会　日程表

８月５日（土） ８月６日（日） ８月７日（月）８月４日（金）
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男子

男子単独演武
順位 都道府県 学校名 得点

# 1 山口県 萩商工 山元　隆史(3年・初段) 266(159)

2 宮城県 東北 大原　郁弥(3年・三段) 266(159)

3 和歌山県 神島 尾崎　奨馬(2年・初段) 265(159)

4 山口県 萩商工 阿曽沼　敏康(3年・三段) 265(159)

5 香川県 禅林 松本　輝(3年・二段) 264(159)

6 北海道 富良野 青木　賢祥(3年・三段) 263(156)

7 千葉県 桜林 堀越　海大(3年・初段) 262(154)

8 茨城県 土浦湖北 榎本　晃也(3年・二段) 261(157)

8 長野県 東海大諏訪 飯島　凌(3年・三段) 261(157)

10 兵庫県 報徳学園 合田　仁一郎(2年・二段) 261(156)

11 京都府 一燈園 牧野　佑紀(3年・三段) 261(155)

12 青森県 五所川原工業 葛西　優斗(3年・二段) 260(156)

13 埼玉県 城北埼玉 江藤　主馬(1年・初段) 260(156)

14 岡山県 岡山工業 在間　拓斗(3年・初段) 260(155)

15 埼玉県 川越東 栗原　有吾(3年・初段) 260(154)

16 大阪府 都島工業 諏訪　龍之介(3年・初段) 260(153)

男子組演武
順位 都道府県 学校名 得点

# 1 香川県 坂出商業 大西　千匡(2年・二段) 谷　龍一(1年・二段) 265(158)

2 北海道 札幌国際情報 尻江　信悟(2年・三段) 坂口　楓馬(2年・二段) 265(157)

3 千葉県 桜林 小森　丈司(3年・三段) 松田　大毅(2年・二段) 265(157)

4 佐賀県 武雄 木寺　悠太(3年・三段) 武富　翼(3年・三段) 264(159)

5 和歌山県 神島 児玉　悠(3年・三段) 小西　翔太(2年・二段) 264(157)

6 兵庫県 相生産業 應地　友樹(3年・三段) 松井　拓也(3年・三段) 264(157)

7 大阪府 大阪 越智　祐弥(3年・二段) 吉武　真生(3年・２級) 262(158)

8 兵庫県 神戸村野工業 西村　颯一郎(3年・三段) 村上　良磨(3年・三段) 262(157)

9 埼玉県 小川 高橋　龍二(3年・初段) 町田　拓海(3年・初段) 262(156)

10 宮崎県 延岡工業 中武　健人(3年・初段) 中武　康人(3年・初段) 262(155)

10 香川県 禅林 阿蘓品　祐輝(3年・二段) 鶴保　太慈(3年・二段) 262(155)

12 千葉県 桜林 田中　恵斗(3年・初段) 山川　宗輝(3年・初段) 261(154)

13 大阪府 大阪産業大学附属 植月　崇湧(3年・初段) 松下　仁(3年・初段) 261(154)

14 北海道 富良野 塚田　康生(2年・二段) 土田　龍(2年・二段) 260(153)

15 京都府 一燈園 内田　浩太郎(3年・初段) 北畑　琉斗(1年・二段) 258(153)

16 東京都 共栄学園 大久保　和道(3年・三段) 石川　睦人(3年・初段) 258(151)

男子団体演武
順位 都道府県 学校名 得点

# 1 千葉県 桜林 小森　丈司･山川　宗輝･山田　陽介･田中　恵斗･松田　大毅･安藤　龍斗･加藤　夏樹･髙橋　右京 268(161)

2 兵庫県 相生産業 應地　友樹･藤井　大智･松井　拓也･森　将輝･額田　彰悟･水田　悠大･小松　隼大･上野　太暉 268(161)

3 埼玉県 川越東 川村　優太･栗原　有吾･植村　一翔･横田　凜久･内田　和寿･髙木　佳裕･水川　光･神嵜　真季 266(160)

4 香川県 禅林 阿蘓品　祐輝･加地　祐輝･鶴保　太慈･松本　輝･東　領太･横井　一繁･阿蘓品　響輝･小向　健斗 265(158)

5 広島県 広島城北 保田　憲志･城山　宗士･穐丸　多聞･粟根　辰吉･浴　晴野･森本　大雅･岸本　卓也･丸石　駿 264(158)

6 大阪府 大阪産業大学附属 瀧井　凜太郎･松下　仁･植月　崇湧･川上　鉄馬･木村　倫太郎･稲田　瑳介･副島　拓真･上田　爽一郎 263(157)

7 佐賀県 武雄 木寺　悠太･武富　翼･野澤　鉄郎･北　大世･諸隈　大洋･山口　玲緒 262(156)

8 和歌山県 向陽 衣川　達己･山本　椋右･榎本　拓真･松本　悠･塩路　拓也･保田　海斗･岡崎　祐樹･竹本　晴登 261(155)

8 宮崎県 都城工業 吹上　匠･財部　涼介･田尻　大也･安藤　恭太･野中　一樹･村社　光翼･廣底　龍聖･瀨戸口　紫郞 261(155)

10 静岡県 聖隷クリストファー 西尾　俊哉･下田代　輝紀･井口　竜一･河合　翔哉･金子　康太･金子　秀太･豊田　康平･近江　諒真 261(155)

11 青森県 五所川原第一 鳴海　汰一･村上　龍二･台丸谷　光輝･島谷　眞也･開米　啓吾･出町　拓海･佐藤　爽野･山谷　泰輝 258(153)

12 石川県 小松工業 永田　航洋･今田　直紀･松本　龍一･清水　康平･吉本　涼真･新宮　広望･北山　歩夢･浦野　響 257(152)

競技記録及び成績
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女子

女子単独演武
順位 都道府県 学校名 得点

1 北海道 富良野 中野　なつみ(1年・二段) 265(159)

2 千葉県 桜林 金子　夏子(3年・三段) 264(156)

3 東京都 共栄学園 鈴木　風香(3年・三段) 262(156)

4 宮崎県 延岡工業 甲斐　鈴華(3年・初段) 261(157)

5 岡山県 金光学園 井上　日和(3年・三段) 261(155)

6 福岡県 福岡雙葉 桝田　美音(2年・二段) 261(155)

7 静岡県 聖隷クリストファー 伊藤　彩華(3年・初段) 261(155)

8 北海道 札幌啓成 黒田　あかり(3年・二段) 260(156)

9 京都府 京都西山 森川　春菜(3年・三段) 260(153)

9 和歌山県 神島 岩﨑　香乃(2年・２級) 260(153)

11 埼玉県 小川 工藤　李華(3年・初段) 259(154)

12 千葉県 成田国際 原田　裕香子(3年・初段) 259(153)

13 石川県 小松工業 小原　茉緒(3年・初段) 259(152)

14 大分県 玖珠美山 陶山　茜(3年・二段) 258(152)

15 三重県 四日市工業 遠藤　歓奈(2年・二段) 257(151)

16 静岡県 聖隷クリストファー 青山　侑未(3年・三段) 256(151)

女子組演武
順位 都道府県 学校名 得点

1 兵庫県 姫路商業 山上　真奈(3年・二段) 金澤　美希(2年・二段) 267(159)

2 東京都 清瀬 星野　美咲(3年・二段) 田中　綾(3年・二段) 266(158)

3 静岡県 聖隷クリストファー 鈴木　優希(3年・三段) 山田　純花(3年・三段) 265(158)

4 大阪府 大阪 帆足　愛歌(1年・初段) 松永　海央(1年・初段) 264(157)

5 愛知県 中部第一 川畑　依子(3年・二段) 松尾　春香(3年・初段) 263(159)

6 北海道 札幌北陵 斎藤　桃花(3年・三段) 米田　彩花(2年・二段) 263(158)

7 兵庫県 賢明女子学院 景山　真衣(3年・二段) 山本　奈七(3年・二段) 263(157)

8 和歌山県 神島 森下　真代(3年・初段) 中川　七海(3年・三段) 263(157)

9 和歌山県 神島 山本　春香(3年・初段) 竹中　七奈海(3年・初段) 263(156)

10 北海道 札幌国際情報 川手　紅梨子(1年・初段) 末廣　志帆(1年・初段) 261(157)

11 千葉県 桜林 今村　知絵(2年・２級) 髙梨　凌蘭(2年・２級) 261(156)

12 大阪府 大阪産業大学附属 西井　怜奈(3年・二段) 籾　美吹(2年・二段) 261(155)

13 宮城県 東北 神田　満里奈(3年・初段) 横山　友菜(3年・初段) 260(155)

14 埼玉県 狭山清陵 齊藤　桃子(3年・初段) 小田　朱莉(3年・初段) 260(155)

15 青森県 五所川原第一 傳法谷　祐実(3年・二段) 安田　遥(3年・初段) 259(154)

16 栃木県 作新学院 郷間　基愛(3年・初段) 川田　來夢(2年・二段) 259(153)

女子団体演武
順位 都道府県 学校名 得点

1 和歌山県 神島 山本　春香･森下　真代･竹中　七奈海･大平　亜由美･阪本　祐華･中川　七海･岩﨑　香乃･小川　愛理沙 266(160)

2 兵庫県 相生産業 小崎　こころ･山崎　友起子･奥澤　知香･龍田　明奈･名定　和称･山根　希･熊本　瑞稀 263(159)

3 静岡県 聖隷クリストファー 鈴木　優希･山田　純花･金子　絢音･伊藤　彩華･青山　侑未･嘉屋重　早希･青山　恋弓･荒井　彩乃 263(158)

4 東京都 清瀬 星野　美咲･田中　綾･島津　文恵･佐藤　華･今井　里歩･粕谷　快里 263(156)

5 青森県 五所川原第一 傳法谷　祐実･安田　遥･小山内　萌久･一戸　蕗乃･山本　菜々子･田中　郁乃･津田　真香･茂木　優華 262(157)

6 千葉県 桜林 金子　夏子･広瀬　美佑･今村　知絵･髙梨　凌蘭･末秋　萌々子･渡邉　アリナ･玉木　彩加 262(156)

7 北海道 札幌北陵 斎藤　桃花･伊藤　果蓮･米田　彩花･越智　詩絵李･竹岡　真喜子･庄司　千秋･竹内　美月･若松　妃乃 260(156)

8 大阪府 泉北 国賀　稚七･松井　みなみ･吉田　瑞穂･馬場　智菜･北村　瑞妃･森　琉華･田中　ひなの･田中　月菜 259(155)

9 茨城県 清真学園 飯田　侑花･太田　真央･櫻井　美佐希･鬼澤　美結･土居　咲也佳･森内　志織･松原　由佳･大原　彩乃 259(154)

10 埼玉県 小川 髙橋　真琴･上田　あみり･浅見　咲希･比嘉　汐音･工藤　李華･堀越　菜穂子･田中　由衣･大濱　涼花 257(153)

11 宮崎県 延岡工業 甲斐　泉咲･甲斐　鈴華･日髙　奈央･横井　百華･粟田　麻記子･松田　萌愛･後藤　桜 254(151)

12 神奈川県 有馬 青木　千夏･齋藤　優芽･江川　侑希･山口　音和･小峰　めぐみ･大畑　恵･江川　侑里･石原　渚紗 253(151)

競技記録及び成績

得点の()内は技術度

選手名

選手名

選手名

-7-


