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あいさつ 

 

 

 

西尾市長       
     

   中中中中    村村村村        健健健健 

 

「翔べ誰よりも高く東海の空へ」のスローガンのもと、平成３０年度全国高等学校総合体

育大会少林寺拳法競技大会「2018 彩る感動 東海総体」が、全国各地からの選手及び監督、

関係者の方々等、多くの皆さまをお迎えし、ここ愛知県西尾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。 

大会期間中は晴天にも恵まれ、大過なく大会を終えることがきました。これもひとえに、

大会開催に深いご理解と多大なご協力をいただきました競技団体、各関係機関、地元高等学

校をはじめとする皆様のご尽力の賜物と心から感謝を申し上げます。 

インターハイは国内最大の高校生のスポーツの祭典であり、高校生が主役となる大会であ

ります。全国各地の厳しい予選を勝ち抜いてこられた出場選手の皆さんは、日々の弛まぬ努

力に裏打ちされた力強く美しい演武で多くの人々を魅了し、大きな感動を与えてくれました。

また選手の気迫により、会場は熱気に包まれていました。 

出場選手だけでなく、今回の大会開催にあたり愛知県内の高校生が、おもてなしの心で大

会を盛り上げようと広報活動や手作り記念品の作成など、大会のＰＲに大きく貢献していた

だき、さらに、大会当日の式典や競技運営においても補助員として献身的に大会を支えてく

れました。出場された選手の皆さんはもとより、運営に参加された高校生の皆さんにとって

も、多くの出会いや経験を得ることができ、高校生活の素晴らしい経験の１つになったもの

と確信しております。今大会に携わった全ての高校生の皆さんが、これからの人生において

様々な分野で活躍することを切に願います。 

結びにあたりまして、今大会の開催にご尽力をいただいた全ての皆さまに感謝と敬意を表

するとともに、全国高等学校総合体育大会及び高校生スポーツのより一層の発展を祈念し、

お礼の挨拶といたします。 
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実 り 多 き 東 海 総 体 

愛知県高等学校体育連盟会長  

磯 谷 和 明 

「翔べ誰よりも高く東海の空へ」のスローガンの下に、「2018 彩る感動 東海総体」が、三重・岐阜・静

岡・愛知の東海４県と和歌山県を会場として開催されました。本県では、名古屋市、一宮市、小牧市、豊田

市、知多市、西尾市、東郷町の６市１町において、水泳（競泳・飛込）、バスケットボール、卓球、ボート、フ

ェンシング、少林寺拳法の６競技７種目を開催しました。本県での全国高校総体の開催は昭和 58 年以来

のこととなりました。 

今大会では、各競技における本県選手の活躍が目覚ましく、21 種目において優勝に輝き、63 種目が３

位までに入るなど、前回大会を上回る成績を得ることができました。県内の各会場には、応援や観戦のた

め多くの方が来場され、延べ人数で卓球会場には約４万人が、さらにバスケットボール会場には15万人を

超える方の来場があり、競技に対する関心の高さや選手の活躍への期待がうかがえ、会場全体に熱気あ

ふれる状況が見られました。 

また、今年の夏はことに暑さが厳しく、名古屋市内でも 40℃を超える最高気温が観測されたほどでした。

各会場においては、競技者・来場者・運営関係者のすべてが安全に大会期間中を過ごせるように、例年

以上に運営において注意することが必要となりました。 

昨年に高校生活動推進委員会が結成されて以来、県内高校生による活動が積極的に進められ、委員

会を中心に高体連加盟各校を含めて大会を盛り上げ、また円滑な運営を進めるのに大いに貢献してきま

した。イベント会場等でのＰＲ、横断幕リレー、カウントダウンボード設置、100 日前イベントなどの広報活動

や、手作り記念品の製作や装飾用草花の栽培・設置、大会各会場での運営補助や競技補助員としての業

務など、県内各所において多岐にわたる分野での協力をいただきました。選手として参加した人はもとより、

地元での全国高校総体に関わった多くの高校生にとっても、将来にわたって生かされる経験が得られたも

のと思います。 

本大会を開催するにあたりご尽力いただきました公益財団法人全国高等学校体育連盟をはじめ、愛知

県及び愛知県教育委員会、開催市町及び市町教育委員会、開催市町実行委員会、関係競技団体及び

競技専門部、県内の各学校など関係されたすべての皆様方に深く感謝申し上げます。全国高校総体を目

指す高校生たちの今後の活躍と大会の発展を祈念申し上げ挨拶といたします。 



【【【【大大大大    会会会会    写写写写    真真真真】】】】    

        

 

  

  

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 
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【【【【大大大大    会会会会    写写写写    真真真真】】】】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会準備 大会準備 

大会準備 大会準備 

競技進行 開場前 

入場行進 観光案内 
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No.No.No.No.

1 開会宣言 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

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　

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 グループ総裁挨拶 少林寺拳法グループ総裁  宗　　由貴

8 開催地歓迎の言葉 西尾市長　 中村　　健

9 生徒歓迎の言葉 愛知県立西尾東高等学校推進委員長　 加藤　若葉

10 来賓紹介及び祝電披露

11 審判長諸注意 審判長　 梅野　清嗣

12 選手宣誓 中部大学春日丘高等学校  加納　誠也

愛知県立鶴城丘高等学校　 米津　有麻

No.No.No.No.

1 成績発表及び表彰

2 開催県専門部長挨拶 愛知県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部部長　 加藤　文彦

3 次回開催県委員長挨拶 宮崎県高等学校体育連盟少林寺拳法専門部委員長　 西川　和弘

4 閉会宣言 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

内　　　　容内　　　　容内　　　　容内　　　　容

閉会式閉会式閉会式閉会式　　　　式次第式次第式次第式次第

開会式開会式開会式開会式　　　　式次第式次第式次第式次第

内　　　　容内　　　　容内　　　　容内　　　　容

石井　航太郎
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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３会議室 8:15 大会運営会議 第３会議室 8:15 大会運営会議 第３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 選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始 ２階入り口 8:20 選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始 ２階入り口 8:20 選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始 ２階入り口

8:45 選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始選手団等入館開始 ２階入り口 8:40 審判員会議 卓球場 8:30 審判員会議 卓球場 8:30 審判員会議 卓球場

9:00 大会運営会議 第３会議室 9:00 選手集合・諸注意

サブ

アリーナ

公開練習開始 9:20 来賓入場 9:10 １R選手集合 武道場 9:10 １R選手集合 武道場

（愛知県立西尾東高等学校

          9:00～13:00)

9:30 開会式開会式開会式開会式 アリーナ 9:30 １R男子単独演武：準決勝１R男子単独演武：準決勝１R男子単独演武：準決勝１R男子単独演武：準決勝 アリーナ 9:30 １R男女　単独演武：決勝１R男女　単独演武：決勝１R男女　単独演武：決勝１R男女　単独演武：決勝 アリーナ

（西尾市総合体育館サブアリーナ

          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２会議室 9:55 優勝杯返還 10:05 ２R選手集合 武道場 10:05 ２R選手集合 武道場

10:30 コート設営 10:25 ２R女子単独演武：準決勝２R女子単独演武：準決勝２R女子単独演武：準決勝２R女子単独演武：準決勝 アリーナ 10:25 ２R男女　組演武：決勝２R男女　組演武：決勝２R男女　組演武：決勝２R男女　組演武：決勝 アリーナ

10:50 １R選手集合 武道場

11:10 １R男子単独演武：予選１R男子単独演武：予選１R男子単独演武：予選１R男子単独演武：予選 アリーナ 11:00 ３R選手集合 武道場 11:20 ３R選手集合 武道場

11:30 弁当配布

１階南側

通用口外

11:30 弁当配布

１階南側

通用口外

11:20 ３R男子組演武：予選Ⅱ３R男子組演武：予選Ⅱ３R男子組演武：予選Ⅱ３R男子組演武：予選Ⅱ アリーナ 11:30 弁当配布

１階南側

通用口外

12:00 11:55 ２R選手集合 武道場 11:30 弁当配布

１階南側

通用口外

11:40 ３R男女団体演武:決勝３R男女団体演武:決勝３R男女団体演武:決勝３R男女団体演武:決勝 アリーナ

12:00 出場校受付(12:00～14：00)出場校受付(12:00～14：00)出場校受付(12:00～14：00)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２R女子単独演武：予選２R女子単独演武：予選２R女子単独演武：予選 アリーナ 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 武道場 12:25 昼休み

13:00 専門委員長会議 卓球場 13:00 ３R選手集合 武道場 13:10 ４R女子組演武：予選Ⅱ４R女子組演武：予選Ⅱ４R女子組演武：予選Ⅱ４R女子組演武：予選Ⅱ アリーナ

13:20 ３R男子組演武：予選Ⅰ３R男子組演武：予選Ⅰ３R男子組演武：予選Ⅰ３R男子組演武：予選Ⅰ アリーナ 13:30 閉会式閉会式閉会式閉会式 アリーナ

14:05 ５R選手集合 武道場 成績発表

14:15 ４R選手集合 武道場 14:25 ５R男子団体演武：準決勝５R男子団体演武：準決勝５R男子団体演武：準決勝５R男子団体演武：準決勝 アリーナ

14:30 選手集合(開会式ﾘﾊｰｻﾙ準備)

サブ

アリーナ

14:35 ４R女子組演武：予選Ⅰ４R女子組演武：予選Ⅰ４R女子組演武：予選Ⅰ４R女子組演武：予選Ⅰ アリーナ

14:45 引率責任者会議 武道場 15:00 ６R選手集合 武道場 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 武道場 15:20 ６R女子団体演武：準決勝６R女子団体演武：準決勝６R女子団体演武：準決勝６R女子団体演武：準決勝 アリーナ 14:40 大会運営会議 第３会議室

15:00 開会式リハーサル

アリーナ

ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ

15:50 ５R男子団体演武：予選５R男子団体演武：予選５R男子団体演武：予選５R男子団体演武：予選 アリーナ

16:00 16:00 ６R競技終了

15:45 審判員会議

卓球場

アリーナ

16:35 ６R選手集合 武道場 16:10 大会運営会議 第３会議室

16:55 ６R女子団体演武：予選６R女子団体演武：予選６R女子団体演武：予選６R女子団体演武：予選 アリーナ 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３会議室

18:20 実行委員会最終確認

18:30 退館 18:30 退館
練習会場について練習会場について練習会場について練習会場について

①愛知県立西尾東高等学校（徒歩約２分）①愛知県立西尾東高等学校（徒歩約２分）①愛知県立西尾東高等学校（徒歩約２分）①愛知県立西尾東高等学校（徒歩約２分）

日程については、変更される場合もありますので、ご留意ください。 　8/1（水）13:00～17:00, 8/2（木）9:00～14:00，8/3（金）8:30～16:00 

　8/4（土）8:30～14:30，8/5（日）8:30～11:00 

②西尾市総合体育館サブアリーナ②西尾市総合体育館サブアリーナ②西尾市総合体育館サブアリーナ②西尾市総合体育館サブアリーナ

　 8/2（木）9:00～13:00，8/3（金）8:30～15:30

　 8/4（土）8:30～14:30，8/5（日）8:30～11:00 

平成３０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３日（金） ８月４日（土） ８月５日（日）８月２日（木）
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男子男子男子男子

男子単独演武男子単独演武男子単独演武男子単独演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 兵庫県 報徳学園 合田　仁一郎(3年・三段) 264(156)

2 大阪府 大阪産業大学附属 小田　翔(1年・二段) 263(158)

3 和歌山県 粉河 向井　心(3年・三段) 262(156)

4 千葉県 成田国際 小川　晃汰(3年・初段) 262(155)

5 北海道 札幌国際情報 城澤　大河(1年・二段) 261(158)

6 大阪府 岸和田 重里　大樹(3年・二段) 261(154)

7 福岡県 朝倉東 井上　剣冴(3年・二段) 260(155)

8 静岡県 静岡西 遠藤　健太郎(2年・二段) 259(155)

8 福岡県 宗像 山本　悟史(3年・二段) 259(155)

10 埼玉県 いずみ 岡﨑　明来(3年・初段) 259(154)

11 奈良県 一条 山中　大輝(2年・二段) 258(156)

12 愛知県 中部大学第一 菅　嘉孝(3年・初段) 258(154)

13 宮城県 東北学院 鈴木　悠航(3年・三段) 258(152)

14 香川県 坂出工業 出井　達也(2年・二段) 257(154)

15 岡山県 岡山工業 波多野　士夢(2年・２級) 256(152)

16 広島県 広島城北 粟根　辰吉(3年・二段) 255(153)

男子組演武男子組演武男子組演武男子組演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 千葉県 桜林 松田　大毅(3年・三段) 安藤　龍斗(3年・三段) 265(156)

2 和歌山県 神島 尾崎　奨馬(3年・二段) 小西　翔太(3年・三段) 264(157)

3 北海道 富良野 塚田　康生(3年・三段) 土田　龍(3年・三段) 263(156)

4 香川県 坂出商業 大西　千匡(3年・三段) 谷　龍一(2年・二段) 262(155)

5 宮崎県 都城工業 安藤　恭太(3年・三段) 村社　光翼(2年・三段) 261(154)

6 北海道 札幌国際情報 尻江　信悟(3年・三段) 坂口　楓馬(3年・二段) 261(154)

7 宮崎県 都城 渋田　晃輝(1年・二段) 前田　流彗(1年・二段) 260(154)

8 大阪府 大阪産業大学附属 稲田　瑳介(3年・初段) 木村　倫太郎(3年・初段) 259(154)

9 京都府 一燈園 北畑　琉斗(2年・二段) 三谷　聡伸(1年・二段) 259(154)

9 大阪府 大阪産業大学附属 池田　恒吉(3年・初段) 西口　侑吾(3年・初段) 259(154)

11 福岡県 希望が丘 那須　心星(2年・二段) 横山　琉葵(1年・二段) 258(155)

12 千葉県 志学館 木下　桂太(3年・二段) 恒成　悠陽(3年・初段) 258(152)

13 埼玉県 川越東 川村　優太(3年・三段) 神嵜　真季(2年・二段) 258(151)

14 徳島県 つるぎ 藤田　涼我(3年・三段) 松尾　明英(3年・三段) 257(152)

15 石川県 小松工業 新宮　広望(3年・初段) 吉本　涼真(3年・初段) 257(151)

16 佐賀県 武雄 諸隈　大洋(3年・三段) 山口　玲緒(3年・三段) 256(151)

男子団体演武男子団体演武男子団体演武男子団体演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 千葉県 桜林 松田　大毅･安藤　龍斗･髙橋　右京･水上　英信･米倉　大稀･天野　正輝･小林　眞那斗･中山　慶亮
267(161)

2 愛知県 中部大学第一 菅　嘉孝･谷口　巧衛･森山　宙威･馬場　陽旭･木村　優児･永戸　秀･寺本　陽祐･長江　恒希
261(157)

3 宮崎県 都城工業 安藤　恭太･野中　一樹･村社　光翼･藤本　麗暖･廣底　龍聖･馬籠　零士･平原　千裕･瀨戸口　紫郞
261(156)

4 京都府 一燈園 北畑　琉斗･三谷　聡伸･雜賀　道･近藤　豊嗣･中村　光輝･邊　悠太･安田　壮翔
260(157)

5 大阪府 大阪産業大学附属 池田　恒吉･稲田　瑳介･梶　弘樹･勝野　圭一郎･木村　倫太郎･西口　侑吾･片桐　大貴･堀田　彬文
258(155)

6 埼玉県 川越東 川村　優太･神嵜　真季･水川　光･舩戸　綜馬･篠宮　翼･菅井　悠汰･吉田　颯汰･菅谷　愛斗
258(155)

7 北海道 北海学園札幌 岡田　侑也･廣瀨　巧侃･竹田　敦翔･安藤　龍･青沼　結生･佐藤　亮平･中山　晃希･増渕　真成斗
258(154)

8 石川県 小松工業 新宮　広望･吉本　涼真･清水　康平･松本　龍一･今田　直紀･北山　歩夢･浦野　響･前多　航希
258(152)

9 静岡県 聖隷クリストファー 豊田　康平･近江　諒真･金子　康太･河合　翔哉･袴田　真奈渡･井口　竜一･池田　啓悟
257(154)

10 広島県 広島城北 岸本　卓也･丸石　駿･粟根　辰吉･森本　大雅･藤原　啓太郎･野村　洸太･目戸　晴登･中原　悠月
257(154)

11 東京都 城北 神谷　康友･渡邉　隆之･大塩　龍太郎･植村　信太郎･大房　真･水書　渉･岩崎　壮馬･須賀　英徳
255(151)

12 群馬県 桐生 小嶋　徹郎･福田　直央･遠藤　純一郎･太田　亮人･石島　大輔･久保田　翔大･松井　朋樹･野中　瞭成
254(152)

競技記録及び成績競技記録及び成績競技記録及び成績競技記録及び成績
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女子女子女子女子

女子単独演武女子単独演武女子単独演武女子単独演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 北海道 札幌北陵 大槻　夏鈴(1年・二段) 262(156)

2 大阪府 大阪産業大学附属 籾　美吹(3年・三段) 262(156)

3 新潟県 新津南 栗田　楓(2年・二段) 261(156)

4 福岡県 福岡雙葉 桝田　美音(3年・二段) 261(155)

5 大阪府 アナン学園 三笠　七海(1年・二段) 261(154)

6 兵庫県 姫路西 金川　未来(1年・二段) 260(154)

7 愛知県 鶴城丘 児玉　栞(2年・二段) 260(154)

8 茨城県 清真学園 鬼澤　美結(3年・二段) 259(154)

9 香川県 高松南 山田　紫園(3年・三段) 259(154)

10 兵庫県 相生産業 山根　希(3年・三段) 259(153)

11 愛知県 中部大学第一 宮地　沙苗(3年・三段) 258(154)

12 千葉県 成田国際 大野　莉奈(3年・初段) 258(153)

13 熊本県 ルーテル 森本　美七海(2年・二段) 258(152)

14 千葉県 桜林 広瀬　美佑(3年・三段) 258(152)

15 北海道 富良野 中野　なつみ(2年・二段) 257(155)

16 埼玉県 いずみ 田端　稜子(3年・初段) 256(152)

女子組演武女子組演武女子組演武女子組演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 千葉県 桜林 今村　知絵(3年・初段) 髙梨　凌蘭(3年・初段) 264(158)

2 兵庫県 相生産業 奥澤　知香(3年・三段) 名定　和称(3年・三段) 263(156)

3 千葉県 志学館 柏井　美貴子(3年・三段) 関根　未歩(3年・三段) 262(156)

4 大阪府 大阪 帆足　愛歌(2年・二段) 松永　海央(2年・二段) 262(156)

5 兵庫県 姫路商業 金澤　美希(3年・三段) 三輪　桜子(3年・初段) 261(155)

6 和歌山県 神島 岩﨑　香乃(3年・初段) 小川　愛理沙(2年・二段) 261(154)

7 和歌山県 向陽 花光　那菜(3年・初段) 阿田木　萌子(3年・初段) 260(154)

8 広島県 市立福山 下江　優維(3年・二段) 和泉　梨香子(2年・初段) 258(154)

9 宮城県 塩釜 阿部　小夏(3年・初段) 加藤　奈央(3年・初段) 258(152)

10 広島県 市立福山 谷野　千恵(3年・初段) 金田　梨沙(2年・二段) 258(152)

11 奈良県 奈良文化 山上　真歩(3年・初段) 衣川　凜香(2年・２級) 258(152)

12 北海道 富良野 齋藤　美優(1年・二段) 塚田　望生(1年・二段) 257(154)

13 大阪府 泉北 吉田　瑞穂(3年・二段) 馬場　智菜(3年・二段) 257(152)

14 奈良県 一条 西田　愛惟(3年・初段) 河野　楓(3年・初段) 257(151)

15 宮城県 塩釜 阿部　友里伽(3年・初段) 岩本　理那(3年・初段) 256(150)

16 宮崎県 延岡工業 銀島　朱李(3年・初段) 松田　萌愛(3年・初段) 253(153)

女子団体演武女子団体演武女子団体演武女子団体演武

順位 都道府県 学校名 得点

# 1 兵庫県 姫路商業 金澤　美希･園田　未果･竹内　寧々･三輪　桜子･宮下　和実･森本　汐音･黒田　千尋･中本　凜
265(158)

2 広島県 市立福山 下江　優維･岡﨑　萌･北野　李桜･谷野　千恵･和泉　梨香子･金田　梨沙･土屋　璃歩南･三島　佳子
264(158)

3 千葉県 志学館 野田　楽歩･笠間　由真･柏井　美貴子･関根　未歩･江口　未来･鈴木　優華･片多　七海･秋田　恭子
264(157)

4 北海道 富良野 城　実･中野　なつみ･小川　璃子･西村　有菜･齋藤　美優･塚田　望生･能登　陸空･細川　未夢
264(156)

5 東京都 清瀬 今井　里歩･粕谷　快里･岡　華奈衣･青木　睦･田中　紗綾･桑迫　智早･松尾　和香･中原　栞理
263(157)

6 大阪府 泉北 吉田　瑞穂･馬場　智菜･北村　瑞妃･森　琉華･田中　ひなの･田中　月菜･高橋　希実
263(157)

7 茨城県 清真学園 櫻井　美佐希･鬼澤　美結･土居　咲也佳･森内　志織･大竹　凜･齋藤　玲･吉原　早恵
262(156)

8 奈良県 一条 西田　愛惟･河野　楓･平井　楓月･坂岡　聖流･織野　奈海･池田　友里･額田　莉緒･吉村　由紀
260(156)

9 宮城県 塩釜 加藤　日葉里･岩本　理那･阿部　小夏･阿部　友里伽･加藤　奈央･髙橋　寧音･草野　海優･佐藤　明純
258(153)

10 福岡県 常磐 川島　夏美･西田　桃子･岡田　美南･長田　真友･志村　美空･田原　ミレナ･井町　和音
257(154)

11 静岡県 聖隷クリストファー 金子　絢音･嘉屋重　早希･荒井　彩乃･青山　恋弓･横井　愛結･浜田　フラビア･河村　菜々
256(153)

12 佐賀県 武雄 片岡　祐花里･奥内　陽子･武村　希鈴･釘抜　日奈子･室原　実ノ里･鹿　彩乃･諸岡　彩･宮原　夢歩
256(152)

競技記録及び成績競技記録及び成績競技記録及び成績競技記録及び成績
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