
団体 計

24 119

対　象　大　会 競　技　種　目　 成績 備　　考

40 全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技　女子団体　　　　　　　 優勝

46 全国高等学校総合体育大会 弓道競技　少年女子　　　　　　　　　　　 優勝

48 国民体育大会 弓道競技　少年女子　　　　　　　　　　　 優勝

国民体育大会 弓道競技　少年女子　　　　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技　個人　　　　　　　　 優勝 市立沼津高校生

全国中学生バスケットボール優勝大会全国大会 バスケットボール　女子の部　　　　　　　 優勝 市立片浜中学校生

国民体育大会 弓道競技　少年男子　　　　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技　団体　　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技　個人バンタム級　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技　個人フェザー級　　　　　 優勝 沼津学園高校生

55 国民体育大会 弓道競技　少年男子　　　　　　　　　　　 優勝

東海クラッシック・ゴルフダイジェスト・ブリジストン 日本ゴルフトーナメント３週連続　　　　　 優勝

第1回全国高等学校ソフトボール選抜全国大会 男子ソフトボール競技　　　　　　　　　　 優勝

60 第2回アジア女子柔道選手権大会 女子柔道　66㎏級　　　　　　　　　　 優勝 市立沼津高校生

第4回全国高等学校ソフトボール選抜全国大会 男子ソフトボール競技　　　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 男子ソフトボール競技　　　　　　　　　　 優勝

国民体育大会 弓道競技　少年女子遠的の部　　　　　　　 優勝

国民体育大会 ボクシング競技　少年バンタム級　　　　　 優勝 沼津学園高校生

国民体育大会 ボクシング競技　少年ライト級　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

第7回全国高等学校ソフトボール選抜全国大会 男子ソフトボール競技　　　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 ウェイトリフティング競技 100㎏以上級　　 優勝 沼津学園高校生

全国高校選抜レスリング大会 レスリング競技　７４㎏級　　　　　　　　 優勝

国民体育大会 レスリング競技　７４㎏級　　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　７４㎏級　　　　　　　　 優勝

全国高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会 ウェイトリフティング　プラス100㎏級　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　５０㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

水泳競技　少年男子Ｂ400ｍ自由形　　　 優勝

水泳競技　少年男子Ｂ400ｍリレー　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　63㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 水泳競技　100ｍ・200ｍ平泳ぎ　　　 優勝 日大三島高校生（市内在住）

全国中学校水泳競技大会 優勝

第14回ジュニアオリンピック水泳競技大会夏季大会 優勝

4 国民体育大会 レスリング競技　88㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全日本ジュニア選手権大会 レスリング競技　ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ　88㎏級 　 優勝

国民体育大会 レスリング競技　少年男子ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ88㎏級 　 優勝

全国高等学校総合体育大会 男子ソフトボール競技　　　　　　　　　　 優勝

7 全国高等学校総合体育大会 水泳競技　男子400ｍ自由形　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高校選抜ボクシング大会 ボクシング競技　ライト級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

第51回国民体育大会 水泳競技　少年Ａ　100m・400m 自由形　　 優勝 沼津学園高校生

第51回国民体育大会 レスリング競技　46㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

第51回国民体育大会 水泳競技　少年Ａ　800ｍリレ－　　　　 優勝

第8回全国高等学校ソフトボール選抜全国大会 ソフトボール競技　　　　　　　　　　　　 優勝

全国高校3冠（選抜・総体・選手権）第52回国体 レスリング競技　63㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

第52回国民体育大会 レスリング競技　54㎏級　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高校3冠（選抜・総体・選手権）第52回国体他 レスリング競技　46㎏級・49㎏級　　　 優勝 沼津学園高校生

第52回国民体育大会 馬術競技　少年スピ－ド＆ハンディネス　　 優勝 加藤学園暁秀高校生

1997年度世界マスタ－ズパワ－リフティング選手権大会 ベンチプレスの部　女子60㎏級　　　　　 優勝 一般

全国高校３冠（選抜・総体・選手権）1998年度全日本ジュニア選手権 レスリング競技　49㎏級  　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 相撲競技　個人戦　　　　　　　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会・1998年度ｱｼﾞｱﾕｰｽ･ｶﾃﾞ･ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ フェンシング競技　女子エペ個人の部　　　 優勝 沼津東高校生

第35回全国聾学校陸上競技大会 陸上競技　１部女子　　　　　　　 総合優勝

第14回全国高校ウエイトリフティング選抜大会 ウエイトリフティング　85㎏級　　　　　 優勝 沼津学園高校生

第83回高等学校相撲金沢大会 相　　撲　個人戦　　　　　  　　　　　　 優勝 沼津学園高校生

12 第15回全国高校ウエイトリフティング選抜大会 ウエイトリフティング　56㎏級　　　　　 優勝 沼津学園高校生

2001年世界ベンチプレス選手権大会 ベンチプレス　男子56㎏級　　　　　　　 優勝 沼津ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会所属

全国高等学校総合体育大会 水泳競技　男子200・400m自由形   　 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 水泳競技　男子800mリレー       　    優勝

第45回全国高等学校選抜レスリング大会 レスリング競技　学校対抗戦　　　　　　　 優勝

全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　130㎏級　　          優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会・第57回国民体育大会 水泳競技 (総体)男子200・400m自由形 (国体)少年男子A100・400m自由形 優勝 沼津学園高校生

全国高等学校総合体育大会 水泳競技　男子800mリレー       　    優勝
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対　象　大　会 競　技　種　目　 成績 備　　考　　授　章　者　　年　度

全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技　女子エペ個人の部　　　 優勝 沼津西高校生

第58回国民体育大会・平成15年度全国高校生ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ選手権 レスリング競技　120㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第58回国民体育大会 レスリング競技　63㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第58回国民体育大会 レスリング競技　50㎏級　　　　　　　 優勝 沼津城北高校生

16 バーモントカップ第14回全日本少年フットサル大会 フットサル（室内ミニサッカー）　　　　　 優勝

17 第21回全国高校生ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ選手権大会・第60回国民体育大会 レスリング競技　60㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

全国高校３冠（選抜・総体・選手権）第61回国体 レスリング競技　60㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

全国高等学校総合体育大会・第61回国民体育大会 水泳競技　女子100m自由形　　　　   　　 優勝 飛龍高校生

全国高等学校総合体育大会 ボクシング競技　モスキート級　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第23回全国小学生陸上競技交流大会 陸上競技　女子5年100m　　　　　   　 優勝 沼津陸上少年団

第19回選抜・総体・第63回国体 ボクシング競技　ﾓｽｷｰﾄ級・ﾗｲﾄﾌﾗｲ級　 　　 優勝 飛龍高校生

第51回選抜・全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　96㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

全国高等学校総合体育大会 レスリング競技　120㎏級　　　　　　 優勝 城北高校生

第63回国民体育大会 レスリング競技　55㎏級　　　　　　　 優勝 城北高校生

第25回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 レスリング競技　60㎏級　　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第32回全国ジュニアオリンピック春季水泳大会 水泳競技1500m自由形     　        　　　 優勝 飛龍高校生

2009年度全日本ジュニアレスリング選手権大会 レスリング競技ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ　58kg級　　 　　 優勝 飛龍高校生

第33回全国高校ボウリング選手権大会 ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技　個人　　　 　　　　　　　　 優勝 日大三島高校生(市内在住）

世界マスターズベンチプレス選手権大会 ベンチプレスM1-１00kg級　　   　　　　　 優勝 市職員

高校総体・第65回国体 レスリング競技　　60㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第65回国体・第26回グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 レスリング競技　　50kg級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第65回国民体育大会 レスリング競技　　66kg級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第65回国民体育大会 水泳競技400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ　　　　　　 　　　 優勝 飛龍高校生

全国高等学校総合体育大会 フェンシング競技　女子個人ｻｰﾌﾞﾙ　 　　　 優勝 沼津東高校生

全国高等学校総合体育大会 ボート競技　女子シングルスカル　　　　　 優勝 沼津工業高校生

ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ第9回全日本ジュニアボート選手権大会 ボート競技　男子シングルスカル　　　　　 優勝 沼津工業高校生

第2回トロント世界ろう者陸上競技選手権大会 陸上競技　　女子槍投げ　 　　　　　 　　 優勝 一般

第34回全国高等学校柔道選手権大会 柔道　　　　女子個人戦　70㎏級　　　　　 優勝 市立沼津高校生

全国高等学校総合体育大会 水泳競技　　男子200m自由形 　　　 　　　 優勝 飛龍高校生

第68回国体・第29回グレコローマンスタイル選手権大会 レスリング競技　66㎏級　　　　 　 　 優勝 飛龍高校生

第68回国体 レスリング競技　120㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第29回グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 レスリング競技　50kg級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第８回全日本ジュニア体重別相撲選手権大会 80kg未満級　　　　　　　　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

2013年度全日本ジュニアレスリング選手権大会 85㎏級　　　　　　 　　　　　　　　 　 優勝 城北高校生

第69回国体・第57回全国選抜・全日本ジュニア・全国総体・全国グレコ レスリング競技全国高校大会　5冠　120㎏級　 優勝 飛龍高校生

第69回国体 レスリング競技　50㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第69回国体 レスリング競技　96㎏級　　　　　　　 優勝 城北高校生

第25回全国高校選抜バート大会 女子ダブルスカル　　　　　　　　　　　　 優勝

27 第70回国体・全日本ジュニア・全国高校生グレコ選手権 レスリング競技　55kg級　　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第71回国体・全日本ジュニア・全国高校生グレコ選手権 レスリング競技　60㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第71回国体 レスリング競技　55㎏級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第59回全国高校選抜・2016全日本ジュニア レスリング協議　906kg級・100kg級　　　 優勝 飛龍高校生

第6回世界ジュニア女子相撲選手権大会 団体戦国別対抗　　　　　　　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

第39回2016年度全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 男子100mバタフライ　15～16歳　　　　　　 優勝 沼津東高校生

2016年世界ベンチプレス選手権大会 マスターズⅢ（60～69歳）　63kg級　　　　 優勝 一般

全国高等学校総合体育大会 男子ソフトボール　　　　　　　　　　　　 優勝

第44回全日本中学校陸上競技選手権大会 陸上競技　男子800ｍ　　　　　　　　　　 優勝 市立第五中学年

第8回全日本女子相撲郡上大会・第22回全日本女子相撲選手権大会 個人一般重量級・個人重量級　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会 50kg級　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝 飛龍高校生

全国高校生グレコローマンスタイル選手権大会・国民体育大会 96kg級・少年男子ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝスタイル96kg級　 優勝 飛龍高校生

全国障害者スポーツ大会・2017ジャパンパラ水泳競技大会 50ｍ自由形・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ、100m自由形・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ　 優勝 飛龍高校生

世界ベンチプレス選手権大会 マスターズⅢ(60～69歳)63kg級　　　　　　 優勝 一般

全国高等学校総合体育大会 男子ソフトボール　　　　　　　　　　　　 優勝

GIO 2018 IWRF ウィルチェアラグビー世界選手権 ウィルチェアーラグビー　　　　　　　　　 優勝 一般

第3回ユースオリンピック競技大会 男子グレコローマン51kg級　　　　　　　　 優勝

アジア・カデット選手権 男子グレコローマン51kg級　　　　　　　　 優勝

平成29年度全国高等学校相撲選抜大会 団体戦　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝

2019年世界ベンチプレス選手権大会 マスターズⅢ（60～69歳）　72kg級　　　　 優勝 一般

令和元年度全国高等学校総合体育大会 相撲競技大会　　　　　　　　　　　　　　 優勝

第7回男子Ｕ17ソフトボールアジアカップ ソフトボール日本代表　　　　　　　　　　 優勝

第7回男子Ｕ17ソフトボールアジアカップ ソフトボール日本代表　　　　　　　　　　 優勝

第74回国民体育大会 サッカー少年男子（県代表）　　　　　　　 優勝 富士市立高校生(市内在住）

第74回国民体育大会 サッカー少年男子（県代表）　　　　　　　 優勝 市立沼津高校生

令和3年度全国高等学校総合体育大会 相撲競技大会　個人80㎏級　　　　　　　　 優勝

第37回全国高校生グレコローマンスタイルレスリング選手権大会 51㎏級　　　　　　　　　　　　　　　　　 優勝
飛龍高校生

28

26

24

15

19

飛龍高校生

30 飛龍高校生

25

23

22

29

平成

令和

20

18

21

元

3

松本　弥生

岡本　佑士

岡本　佑士

ＦＣアスルクラロ沼津

樅山　泰幸

藤本　浩平

秋山　智史

吉住　沙季

桑原　諒

土井　大輔

青木　成樹

谷田　旭

広瀬　裕太

山本　竜司

原　隆二

杉山　梓

原　 隆二

藤森　丈晴

川村　健太

山﨑　拓馬

桑原  諒

伊東　永悟

久松　美穂

小松　巧

村山　のどか

高橋　渚

大塚　圭宏

植松　詩織

筒井　孝朱

沼津東高等学校

梅原　駿

髙橋　和希

山本　泰輝

梅原　駿

庵原　一成

室伏　彪我　

山本　泰輝

澤田　夢有人

飛龍男子ソフトボール部

古味　良子

坂本　尋

渡邊　七海

山本　壮汰

片桐　大夢

鈴木　絢大

飛龍高等学校　相撲部

鈴木　絢大

若山　英史

飛龍高等学校ソフトボール部

古味　良子

津田　悠太

山本　壮汰

佐々木　航

渡邊　七海

細川　陸

勝目　大翔

鈴木　愛斗

佐々木　航

杉本　大雅

勝又　大翔

松田　凜

山本　佳依

大桑　元揮

古味　良子


