
報道取材情報（沼津市）      平成 29 年 9 月 11 日（月）発表 

 

 

名 称 等  飛龍高等学校による市長表敬訪問 

実施日時  平成２９年９月１４日（木曜日） １４時３０分～ 

場   所  市役所８階 ８０１会議室 

担   当  教育委員会事務局 スポーツ振興課 振興指導係  

直通 ０５５－９２２－７２０５（沼津市民体育館内） 

 

 

１  内 容 

飛龍高等学校の男子ソフトボール部、女子ソフトボール部、男子バスケットボール部、レ

スリング部、水泳部、相撲部が全国高等学校総合体育大会等において優秀な成績を収めたた

め市長及び教育長を訪問します。 

 

２  主な大会成績 

     全国高等学校総合体育大会 

     男子ソフトボール部      優勝 

       女子ソフトボール部      準優勝 

       男子バスケットボール部    ５位 

     水泳 400ｍリレー       ７位 ほか 

   全国グレコローマンレスリング選手権 

     ９６㎏級           優勝 ほか 

   カデットレスリングアジア選手権 

     ６３㎏級           ３位 ほか 

   第２８回夏季デフリンピック 

     ８００ｍ           銀メダル ほか 

   全日本女子相撲郡上大会 

     一般重量級          優勝 

 

     ※詳細は別紙のとおり 

 

３  出席者 

     別紙のとおり 

 



沼津市表敬訪問参加選手一覧（平成 29 年 9 月 14 日） 
 
 男子ソフトボール  

  全国高等学校総合体育大会 優勝 
（平成 29 年 8 月 4 日～８月 8 日 山形県南陽市向山公園ソフトボール場） 
 
選手氏名 

３０２ 杉山喜規（高洲）  ２０１ 和田朋也（志茂田）  
３０３ 豊島慎士（由比）  ２０１ 勝又滉平（裾野東） 
３０３ 永岡大佑（土肥）  ２０４ 幸野将大（金岡） 
３０４ 萩原僚太郎（長田西）２０９ 片平健太（庵原） 
３０４ 鈴木将平（鷹岡）  １０１ 杉崎憂斗（白鷗）   
３０４ 栗原凌 （久里浜） １０１ 松田凛 （大仁） 
３０４ 石川拓海（須度）  １０１ 佐藤慶弥（磐田東） 
３０６ 林 龍弥（深良）  １０１ 古敷谷 宗（野比） 
              １０２ 遠畑光希（千代） 
                   

 以上１７名 選手代表 杉山喜規 
 
 女子ソフトボール 

  全国高等学校総合体育大会 準優勝 
 （平成 29 年 7 月 29 日～8 月 2 日 山形県白鷹町ソフトボール場） 
 
 選手氏名 
３０１ 渡辺琴羽（富士宮一）  ２０１ 土屋早紀（浮島） 
３０１ 安部七海（白鷗）    ２０１ 大石看月（城南静岡） 
３０１ 柴 三奈（観山）    ２０１ 森本真白（愛知扇台） 
３０１ 中上みかさ（富士宮一） ２０２ 袴田涼乃（掛川東） 
３０１ 山崎ひかる（沼津五）  １０２ 寺沢夏美（白鷗） 
３０２ 杉崎澪香（白鷗）    １０３ 矢部帆香（森山北） 
３０２ 川隅菜奈（桜が丘） 
３０２ 奈佐 唯（嵯峨）        以上１７名 選手代表 奈佐唯 
３０２ 長谷川里穂（多賀） 
３０６ 曽根はん奈（静岡南） 
３１０ 山本 悠未（狭山西） 
 



 男子バスケットボール 

  全国高等学校総合体育大会 5 位 
 （平成 29 年 7 月 27 日～8 月 2 日 福島県あづま総合体育館） 
 
 選手氏名 
３０１ 伊東潤司（田隈）  ２０１ 杉山裕介（榛原） 
３０１ 奥村大翔（横手）  ２０１ 西尾 昂也（八幡） 
３０１ 金井星也（大石）  ２０１ 原田未央（御殿場富士岡） 
３０２ 牛島宗揮（原）   ２０５ 関屋 心（那珂） 
３０４ 杉本 諒（静岡城内）１０１ 高須崇介（新居） 
３０４ 松下裕汰（静岡末広）１０５ リュウヤハオ（中国） 
     
                     以上１２名 選手代表 伊東潤司 
 
 レスリング 

  全国高等学校総合体育大会 
（平成２９年７月３１日～８月２日 山形県上山市三友エンジニア体育センター） 
３０２ 山本壮汰（吉原二）９６㎏級 ３位 
２０２ 佐々木航（富士南）５０㎏級 ５位 
 
  全国グレコローマンレスリング選手権 
（平成２９年８月１７日～８月１９日 大阪府堺市金岡公園体育館） 
３０２ 山本壮汰（吉原二）９６㎏級 優勝 
２０２ 佐々木航（富士南）５０㎏級 優勝 
２０２ 森川陽斗（静浦） ６３㎏級 ３位 
 
  カデットレスリングアジア選手権 
（平成２９年７月１７日～７月２４日 タイ国バンコク） 
２０２ 森川陽斗（静浦） フリースタイル６３㎏級 ３位 
２０２ 佐々木航（富士南）グレコローマン５０㎏級 ５位 
 
                      以上３名 選手代表 山本壮汰 
 
 
 
 



 水泳 

  全国高等学校総合体育大会 
（平成２９年８月１７日～８月２０日 セントラルスポーツ宮城Ｇ２１プール） 
４００メートルリレー ７位 
 ３０２井上詩音（緑ヶ丘） ３０２林正人（妹尾） ３０１勝又翔吾（金岡） 
２０２上山達也（吾濡第二） 

１００メートルバタフライ ６位  ２００メートルバタフライ ８位 
 ３０２林正人（妹尾） 
 
 第２８回夏季デフリンピック 
 平成２９年７月１８日～８月３０日 トルコ国サムスン） 
８００メートルフリーリレー 銀メダル 
２００メートルバタフライ ７位 
 １０１津田悠太（沼津聴覚特別支援） 
 
                    以上 ５名 選手代表 井上詩音 
 但し、林正人・上山達也は国民体育大会出場のため表敬訪問は欠席となります。 
 
 相撲 

  全日本女子相撲郡上大会 
 （平成２９年８月５日 岐阜県郡上市相撲場） 
 ２０１渡邊七海 一般 重量級 優勝 
 
                    以上 １名 選手代表 渡邊七海 
 


