
大府東高校陸上競技部 2020 部活動の紹介 

部員数５６名（男子：３年１１名、２年１４名、１年２０名  女子：３年６名、２年１名、１年４名） 

短距離（100・200m 系と 400m 系）・ハードル・跳躍・投てき・長距離の５ブロック（※1 年生は仮登録の状態） 

顧問４名（短距離・フィールド担当：２名、長距離担当：２名） 主にブロックごとで練習しています 

 

私たちは、次のスローガンを掲げ、日々の練習に励んでいます。 

① インディペンデント（主体性・独立性）・・・自ら考えて行動していく 自立自律した活動を進める 

② フラッグシップ（旗艦）・・・学校のシンボルになる さらに知多地区の中心校（旗艦校）になる 

③ チームロイヤリティ（親密度・信頼度）・・・信頼される部員・部にしていく 絆の深い集団になる 

④ プライオリティ（優先度）・・・やるべきことは何かを考え文武両道を進める（学習時間の確保） 

⑤ タフ ＆ クール（強さと賢さ）・・・本番での強さ・しぶとさとその力を出し切る賢さをもつ 

⑥ ユース ＆ ジョイ（若さと楽しさ）・・・若者らしく元気に、そしてワクワク楽しく取り組む 

 

高校から陸上競技を始めた部員も県大会に数多く出場しています。部員も増え、充実した活動をしています。 

しっかり練習して、しっかり休む。自分たちで考えて練習する。部活も勉強も行事も頑張っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な戦績（2019 年度・令和元年度分） 

・令和元年度東海高校総体 男子８種競技 出場 10 位 

・令和元年度愛知県高校総体 男子８種競技 2 位 

・令和元年度 愛知県高校新人 男子 200m 決勝第 7 位 

・令和元年度 高校新人知多地区予選   

男子総合優勝(４連覇) ﾄﾗｯｸ 1 位 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 1 位  女子総合 6 位 ﾌｨｰﾙﾄﾞ 1 位 

          県大会 23 名出場（男子 16 名 25 種目、女子 7 名 6 種目） 

・平成 31 年度 高校総体知多支部予選 男子総合 3 位 女子総合 6 位 

         県大会 23 名出場（男子 13 名 17 種目、女子 10 名 9 種目） 



大府東高校陸上競技部 これまでの主な戦績 

 2019 年度 令和元年度 

・愛知県高校駅伝 31 位（74 チーム中）2 時間 26 分 39 秒 知多地区 1 位 

  

 

 

 

 

 

 

 

・愛知県高校新人大会 23 名（男子 16 名 23 種目、女子 7 名 6 種目）出場 

 【男子】青井 200m 決勝 7 位   渡邊 走幅跳 総合 15 位 

 【女子）猪又 三段跳 総合 17 位 

 

・高校新人知多支部予選  

【男子】 

１位 100m 青井、200m 青井、 800m 中津、 1500m 中津、 400m ﾘﾚｰ 渡邊・青井・原田・奥村 

 ２位 100m 奥村、 110mH 菱田、 400mH 菱田、 走幅跳 渡邊、 三段跳 渡邊 

円盤投 高橋、 ハンマー投 中井、 

３位 走幅跳 大石、1600m ﾘﾚｰ 藤川・荻原・菱田・原田 

４位 1500m 伴、 110m ﾊｰﾄﾞﾙ 片桐、 やり投 高橋、 ハンマー投 杉本 

５位 400mH 荻原、 走幅跳 辻井、三段跳 神谷唯、 やり投 中井 

 ６位 100m 原田、200m 奥村、 110mH 亀井、 走高跳 辻井 

【女子】  

１位 円盤投 外山  ２位 走高跳 大塚伊、 やり投 正木  ３位 三段跳 猪又      

４位 400m ﾘﾚｰ 猪又・大塚紗・大塚伊・渡部、 砲丸投 外山 

 
・東海高校総体（静岡・エコパ） 
【男子】八種競技  伊藤 10 位 4750 点 
 

・愛知県高校総体  23 名（男子 13 名 17 種目、女子 10 名 9 種目）出場 

【男子】八種競技   伊藤 ２位 4971 点 【女子】100m  西 準決勝進出 

 

・愛知県高校総体知多支部予選 総合 男子総合 3 位  女子総合 6 位 

【男子】 

１位 100m 伊藤、400m ﾘﾚｰ 青井・原田・中園・伊藤 ２位 5000m 競歩 岩倉 

３位 800m 村山、5000m 石森、110m ﾊｰﾄﾞﾙ 伊藤 400m ﾊｰﾄﾞﾙ 大工、 

   5000m 競歩 平野、走幅跳 中園、走高跳 野口 

 ４位 100m 中園、 1600m ﾘﾚｰ 伊藤・村山・高瀬・中園 

５位 200m 青井、 110m ﾊｰﾄﾞﾙ 野口、 円盤投 高橋、 やり投 高橋 

 ６位 100m 原田、 ハンマー投 高橋   

【女子】  

１位 100m 西、 200m 西、 400m ﾘﾚｰ 中原・大塚紗・福地・西  ３位 やり投 正木 

４位 ハンマー投 正木 ５位 100m 福地、走幅跳 福地 ６位 走高跳 大塚伊 三段跳 猪又   

区 

距離 

第 1 区 

 10km 

第 2 区  

3km 

第 3 区  

8.1075km 

第 4 区  

8.0875km 

第 5 区 

3km 

第 6 区 

 5km 

第 7 区  

5km 

名前 中津 (1) 池田 (1) 伴 (2) 神谷 (2) 中条 (2) 平野 (2) 岩倉 (2) 

通過 33.41(36) 43.42(33) 1.11.20(29) 1.40.39(31) 1.51.24(31) 2.09.03(31) 2.26.39(31) 

区間 33.41(36) 10.01(22) 27.38(23) 29.19(44) 10.45(46) 17.39(36) 17.36(34) 



2018 年度 平成 30 年度 

・愛知県高校駅伝 42 位 2 時間 29 分 02 秒  エントリー79 校  

・東海高校新人（エコパ） 女子 100m  西 準決勝進出 

・愛知県高校新人 女子 100m   西 決勝６位 東海大会（静岡）出場権獲得 

・高校新人知多支部予選  男子 22 種目・女子 11 種目入賞  合計 30 種目（25 名）県大会出場 

男子学校対校 総合１位   男子ﾄﾗｯｸ ２位 ﾌｨｰﾙﾄﾞ ３位     

女子学校対校 総合６位   女子ﾌｨｰﾙﾄﾞ ３位  

・東海高校総体（三重県営） 

100m   西 真奈伽 予選１位 準決勝５位 準決勝敗退 

・愛知県高校総体 

【男子】200m 伊藤 準決勝進出 やり投 大庫 総合９位 

【女子】100m 西 決勝３位 東海大会（伊勢）出場権獲得   

200m  西 決勝７位 

・高校総体知多支部予選  27 種目入賞 25 種目県大会出場 

 男子学校対校総合３位   男子ﾄﾗｯｸ ２位  ﾌｨｰﾙﾄﾞ ５位     

女子学校対校 総合６位   女子ﾄﾗｯｸ ４位  ﾌｨｰﾙﾄﾞ ６位  

 

2017 年度 平成 29 年度 
・愛知県高校新人 女子 100m 西 決勝７位 

・高校新人知多支部予選  男子 14 種目・女子 5 種目 県大会出場 

男子学校対校 総合１位   男子ﾄﾗｯｸ ２位 

・愛知県高校総体 三段跳 水野 総合 10 位   

・高校総体知多支部予選  男子 2２種目県大会出場へ 

 男子学校対校総合１位   男子ﾄﾗｯｸ ２位  ﾌｨｰﾙﾄﾞ １位     

 

2016 年度 平成 28 年度 
・日本ユース選手権（瑞穂） 男子 100m ・200m 酒井 出場 両種目準決勝進出  

・東海高校新人（瑞穂） 男子 100m 酒井 1 位 200m 酒井 6 位 男子 400ｍリレー出場 

・愛知県高校新人 男子 100m・200m 酒井 1 位（２冠）  

男子 400ｍリレー2 位 東海大会（瑞穂）出場権獲得 

・高校新人知多支部予選  男子 21 種目・女子 2 種目  県大会出場 

男子学校対校 総合１位   男子ﾄﾗｯｸ 1 位  ﾌｨｰﾙﾄﾞ 2 位 

・東海高校総体（長良川） 

100m   酒井 準決勝進出 

・愛知県高校総体 

【男子】100m 酒井 6 位 東海大会（岐阜）出場権獲得 

 

 


