
三好高校 陸上競技部  

 
 

 

 

 

 

 

 

◎練習日 

 月～金 16：00～18：30 

 土    9：00～12：00 

◎部員数  

選手  

 男 33 名（3 年：3 名   2 年：9 名  1 年：21 名） 

女 44名（3年：20名  2 年：14 名  1 年：10 名） 

マネージャー                     三好高校陸上部 

 女 13 名（3 年：3 名  2 年： 3名  1年： 7名）  インスタグラム 

顧問                             

小野田基（国体短距離強化コーチ）、児玉征久（国体ハードル強化コーチ）           

吉田俊哉（国体投てき強化コーチ）、外部コーチ 南晋太郎（跳躍）走幅跳び愛知県記録保持者                               

◎練習場所 

 学校グラウンド、三好公園、豊田陸上競技場、ウェーブスタジアム刈谷 etc. 

 

 

 

 

直線９０ｍ１０コース 走り幅跳び（タータン２ピット） 円盤・ハンマー用サークル   砲丸用サークル 

◎部活動紹介  

 三好高校陸上競技部では初心者から全国大会出場者まで幅広い選手層が頑張っていま

す。中学時代に支部大会、県大会で勝てなかった選手、高校から陸上競技を始めた選手が

東海大会、全国大会へステップアップしています。陸上競技は高校から始めても遅くあり

ません。公立高校愛知県 No.１を合い言葉に三好高校から全国へ！！！ 



令和４年度 陸上競技部  

 大会成績 

 

 

日時 場所 結果 

6/17（金） 

6/18（土） 

6/19（日） 

岐阜メモリアル長良川

陸上競技場 

 

＜男子＞ 

フィールドの部 優勝 

 

砲丸投   第９位   13ｍ19 

尾崎涼  （２年/大高中）  

 

円盤投     第３位   43ｍ28 

神戸良介（３年/平坂中） 

インターハイ出場 

ハンマー投  優勝   59m27  神戸良介 

                   インターハイ出場 

            第 4 位  53ｍ04  

皆川朋輝 （2 年/前林中） 

       インターハイ出場 

 

 ＜女子＞ 

砲丸投   第２０位  9m63 

別所りなみ (3 年/みよし南中) 

 
円盤投   第２位 37ｍ84  別所りなみ 

                    インターハイ出場  

  

やり投   第１１位   41m51  

横山花音  (3 年/東郷中)  

 
 



日時 場所 結果 

5/20(金） 

5/21(土） 

5/22(日） 

 

 

岡崎市龍北総合運動場 

 

＜男子＞ 

フィールドの部 第 2位 20 点 

100m 予選 西屋太雅（2年/平洲中）  11”01 

200m 予選 西屋太雅 22”68 

400mＨ 準決 原壮輝（2年/高岡中） 56”30 

4×100mＲ 第８位 42”29 

原壮輝（2年/高岡中）・西屋太雅・ 

日髙嘉恩（１年/西尾東部中）・ 

中之迫音弥（３年/猿投台中）・ 

4×400mＲ 予選  3’32”32 

原壮輝・西屋太雅 

上野靖起（2 年/知立中）・高橋洸将（2 年/みよし南中） 

砲丸投 第３位  尾崎涼（2 年/大高中） 

13ｍ14 東海大会出場 

    第 13位 神戸良介 11ｍ29（3年/平坂中） 

円盤投 第４位 神戸良介  

39ｍ32  東海大会出場 

    第 9位  尾崎涼 35ｍ10 

ハンマー投  優勝 神戸良介 57ｍ45東海大会出場 

      第 4 位 皆川朋輝（2 年/前林中） 

49ｍ25 東海大会出場 

＜女子＞ 

女子総合 第 8 位 24 点  

フィールドの部 第 5位 24 点 

200ｍ 準決 山下華（2年/日進中）26”13 

    予選 矢頭幸鈴（3年/逢妻中）26”73 

400ｍ 決勝 第 8 位 矢頭幸鈴 57”98 

4×100mＲ 予選  48”92 

増田有里（3年/高岡中）・山下華・ 

矢頭幸鈴・齋藤羽花（2年/浄水中） 

4×400mＲ 予選  4’01”58 

山下華・矢頭幸鈴 



増田有里・齋藤羽花・ 

走幅跳 第 11位 齋藤羽花 5m10 

三段跳 第 5位  岡戸優芽（3年/朝日中）11m17  

砲丸投 第 6位  別所りなみ（3年/みよし南） 

10m51   東海大会出場 

第 15位  安藤瑞七海 （1 年/美川中）9m18 

    第 31位  鈴木小萩 （2 年/品野中）7m82 

円盤投 第 2位  別所りなみ 33m53 東海大会出場 

    第 19位 山田春香（2年/碧南中）25ｍ10  

    第 21位  横山花音（3年/東郷中）24m82 

ハンマー投 第 5 位  川本菜々香（2年/前林中） 

41ｍ94  

第 6 位  塩原愛生（3 年/扶桑中） 

41m26  

第 9 位 長尾環（3 年/品野中） 37m33 

やり投 第 5位  横山花音 41m60 東海大会出場 

    第 16位  別所りなみ 32m74 

 

 
愛知県高校総体 西三河支部予選会 県大会出場者 

 

日時 場所 結果 

4/29(金） 

4/30(土） 

5/1(日） 

 

ウェーブスタジアム 

刈谷 

＜男子＞ 

男子総合 第４位 ４２点 

フィールドの部 第 2位 ２８点 

100m 第３位 西屋太雅 

200m 第７位 西屋太雅 

400mＨ 第２位 原 壮輝  

4×100mＲ 第 3 位  

原壮輝・西屋太雅・ 

三輪椋大・ペニーラ アンドルウ・ 

4×400mＲ 第５位   

三輪椋大・原壮輝・ 

日髙嘉恩・西屋太雅 



 

砲丸投 優勝  尾﨑涼 シード 

    第６位 神戸良介 

円盤投 優勝  神戸良介 シード 

    第６位 尾崎涼 

ハンマー投 優勝 大会新 神戸良介 シード 

      第２位 皆川朋輝 

 

＜女子＞ 

女子総合 第３位 65 点  

トラックの部 第４位 29点 

フィールドの部 第 2位 46 点 

200m 第４位 山下華 

       第５位 矢頭幸鈴  

400ｍ 優勝 矢頭幸鈴 

4×100mＲ 第 3 位  

増田有里・山下華・ 

矢頭幸鈴・齊藤羽花・ 

4×400mＲ 第３位   

山下華・矢頭幸鈴・ 

増田有里・齊藤羽花・ 

 

走幅跳 第５位 齊藤羽花 

三段跳 第４位 岡戸優芽 

砲丸投 第３位 別所りなみ 

    第５位 安藤瑞七海 

    第７位 鈴木小萩 

円盤投 優勝  別所りなみ シード 

    第２位 横山花音 

    第５位 山田春香 

ハンマー投 優勝 川本菜々香 シード 

      第２位 塩原愛生 シード 

      第３位 長尾環 シード 

やり投 第３位 横山花音 シード 

第４位 別所りなみ 



 

令和３年度 陸上競技部 大会成績 

 

日時 場所 結果 

10/30（土） 

10/31（日） 

小笠山総合運動公園 

エコパスタジアム 

 

＜男子＞ 

砲丸投   第６位   13ｍ30 

尾崎涼  （1 年/大高中）  

 

円盤投 NM    神戸良介（２年/平坂中） 

 

ハンマー投  優勝   58m22  神戸良介 

            第 10 位  41ｍ93  

皆川朋輝 （1 年/前林中） 

 

 ＜女子＞ 

円盤投   第 30 位  35ｍ04 

別所りなみ (2年/みよし南中) 

第 16 位  25ｍ74 

片岡美羽  (１年/知立中)  

 

ハンマー投 第２位  41m50  

川本菜々香 (１年/前林中)  

第３位  40m50  

塩原愛生  (2 年/扶桑中)  

第４位  39m65  

長尾環   (2 年/品野中)  

 

やり投   第６位   39m41  

横山花音  (2 年/東郷中)  

 



日時 場所 結果 

10/23(土) 

10/24(日) 

愛媛県総合運動公園 

陸上競技場 

＜男子＞ 

ハンマー投  第２位   57m22 

神戸良介（２年/平坂中）  

  

 

日時 場所 結果 

9/25(土） 

9/26(日） 

 

岡崎市龍北総合運動場 

 

＜男子＞ 

男子総合 第 6 位 20 点 

フィールドの部 優勝 20点 

 

400mＨ 予選 原壮輝（1年/高岡中） 64”71 

砲丸投 第 2位  尾崎涼（1 年/大高中） 

12ｍ88 東海大会出場 

    第 30位 皆川朋輝（1年/前林中）8ｍ22 

円盤投 優勝  神戸良介（2年/平坂中）  

38ｍ30  東海大会出場 

    第 11位  尾崎涼 30ｍ25 

ハンマー投  優勝 神戸良介 56ｍ54東海大会出場 

      第 4 位 皆川朋輝 43ｍ20東海大会出場 

＜女子＞ 

女子総合 第６位 24 点  

フィールドの部 第３位 24 点 

 

100ｍ 予選 山下華（2年/日進中） 12”87 

200ｍ 予選 山下華 26”50 

       矢頭幸鈴（2 年/逢妻中）27”35 

400ｍ 決勝 第７位 矢頭幸鈴 59”41 

4×100mＲ 予選  49”80 

増田有里（2年/高岡中）・山下華・ 

矢頭幸鈴・齋藤羽花（１年/浄水中） 



4×400mＲ 予選  4’06”54 

矢頭幸鈴・山下華・ 

齋藤羽花・増田有里（2年/高岡中）・ 

走幅跳 第 11位 齋藤羽花 

三段跳 第 10位  岡戸優芽（2年/朝日中）10m18  

砲丸投 第 10位  片岡美羽（1年/知立中）8m50 

    第 24位  長尾環 （２年/品野中）7m23 

円盤投 第 2位  別所りなみ（２年/みよし南） 

36m31  東海大会出場 

    第５位 片岡美羽 29ｍ75 東海大会出場 

    第 7位  横山花音（２年/東郷中） 28m36 

ハンマー投 第２位 長尾環 41m31 東海大会出場 

            第３位 川本菜々香（1年/前林中） 

          40ｍ90  東海大会出場 

第 4 位  塩原愛生（２年/扶桑中） 

40m53 東海大会出場  

やり投 第 2位  横山花音 40m42 東海大会出場 

    第 11位  別所りなみ 32m61 

    第 19位 山田春香（1年/碧南中）28ｍ49 

 
愛知県高校新人 西三河支部予選会 県大会出場者 

 

日時 場所 結果 

9/4(土） 

9/5(日） 

ウェーブスタジアム 

刈谷 

＜男子＞ 

男子総合 第 6 位 ２９点 

フィールドの部 第 2位 ２８点 

 

400mＨ 第６位 原 壮輝  

砲丸投 優勝  尾﨑涼 

    第５位 皆川朋輝 

円盤投 優勝  神戸良介 

    第３位 尾崎涼 

ハンマー投 優勝 大会新 神戸良介 

      第３位 皆川朋輝 



 

＜女子＞ 

女子総合 第２位 66 点  

トラックの部 第５位 21点 

フィールドの部 第 2位 45 点 

100ｍ 第６位 山下華 

200m 第 2 位 山下華 

       第 4位 矢頭幸鈴  

400ｍ 優勝 矢頭幸鈴 

4×100mＲ 第 3 位  

増田有里・山下華・ 

矢頭幸鈴・竹内彩華・ 

4×400mＲ 第５位   

矢頭幸鈴・山下華・ 

濱田爽香・鍋倉真弥 

走幅跳 第４位 齊藤羽花 

三段跳 第６位 岡戸優芽 

砲丸投 第４位 片岡美羽 

    第７位 長尾環 

円盤投 優勝  別所りなみ シード 

    第２位 片岡美羽 

    第３位 横山花音 

ハンマー投 優勝 塩原愛生 シード 

      第２位 川本菜々香 

      第３位 長尾環 

やり投 第２位 横山花音 シード 

第４位 別所りなみ 

第７位 山田春香 

 

 

 

 



日時 場所 結果 

6/18（金） 

6/19（土） 

6/20（日） 

スポーツの杜伊勢 

三重県営総合競技場 

 

 ＜女子＞ 

ハンマー投 第７位  塩原愛生  

(2 年/扶桑中) 40m32 

円盤投   第 15 位 別所りなみ 

(2 年/みよし南中) 31m05 

やり投   第 23 位   横山花音 

(2 年/東郷中)   34m92 

 

日時 場所 結果 

5/21(金） 

5/22(土） 

5/23(日） 

 

岡崎市龍北総合運動場 

 

＜男子＞ 

200ｍ 出場 佐藤渉真（3年/浄水中） 22”62 

400m 準決勝進出 佐藤渉真 51”11 

4×100mＲ 準決勝進出 42”37 

 佐藤渉真・中之迫音弥（2 年/猿投台中）・ 

眞田樹心（３年/高浜中）・都勘太（３年/知立中） 

4×400mＲ 出場 3’28”92 

 眞田樹心・都勘太 

 原壮輝（1年/高岡中）・ 

ペニーラ アンドルウ（1年/逢妻中） 

砲丸投 第８位  尾崎涼（1 年/大高中）12ｍ47 

円盤投 第 13位  柘植克己（3年/三好中）31ｍ65 

    第 13位  神戸良介（2年/平坂中）31ｍ65 

    第 32位  前田康就（3年/桜田中）25ｍ37 

ハンマー投 第 8 位  神戸良介 48ｍ75 

     第 20位 小野田光希（3年/春木中）37ｍ29 

やり投 第 7位  柘植克己  51m32 

＜女子＞ 

100ｍ 準決勝進出 坂田帆里（3 年/逢妻中） 12”90 

400ｍ 準決勝進出 宮本彩美（3年/みよし南） 59”35 

4×100mＲ 準決勝進出  48”85 



坂田帆里・宮本彩美・ 

山下華（2年/日進中）・矢頭幸鈴（2 年/逢妻中）・ 

4×400mＲ 出場  3’59”28 

矢頭幸鈴・宮本彩美・ 

増田有里（2年/高岡中）・山下華 

三段跳 第 6位  岡戸優芽（2年/朝日中）10m79  

砲丸投 第 9位  片岡美羽（1年/知立中）8m77 

    第 16位  別所りなみ（２年/みよし南）8m27 

円盤投 第 3位  別所りなみ 32m67 東海大会出場 

    第 7位  横山花音（２年/東郷中） 29m47 

    第 18位  堀凪沙（3 年/逢妻中） 23m98 

ハンマー投 第４位  塩原愛生（２年/扶桑中） 

38m75 東海大会出場 

      第７位  長尾環（２年/品野中）32m94 

      ＮＭ  堀凪沙  

やり投 第 5位  横山花音 38m27 東海大会出場 

    第 20位  別所りなみ 30m11 

 
愛知県高校総体 西三河支部予選会 県大会出場者 

 

日時 場所 結果 

5/1(土） 

5/2(日） 

5/3(月） 

ウェーブスタジアム 

刈谷 

＜男子＞ 

男子総合 第３位 ３６点 

フィールドの部 第 2位 ２９点 

 

200m 第５位 佐藤渉真  

400m 第７位 佐藤渉真  

4×100mＲ 第 4 位  

 佐藤渉真・中之迫音弥・ 

眞田樹心・都勘太 

4×400mＲ 第５位  

 佐藤渉真・眞田樹心・ 

ペニーラ アンドルウ・都勘太 

砲丸投 優勝  尾﨑涼 



円盤投 第２位 柘植克己  

    第４位 神戸良介 

    第６位 前田康就 

ハンマー投 第２位 神戸良介 

      第 4 位 小野田光希 

やり投 優勝 柘植克己 

 

＜女子＞ 

女子総合 第 3 位 43 点  

フィールドの部 第３位 34 点 

100ｍ 第６位 坂田帆里  

400ｍ 第７位 宮本彩美 

4×100mＲ 第 3 位  

坂田帆里・宮本彩美・ 

山下華・矢頭幸鈴・ 

4×400mＲ 第 3 位   

矢頭幸鈴・宮本彩美・ 

増田有里・山下華 

三段跳 第 5位 岡戸優芽 

砲丸投 第５位 別所りなみ 

    第６位 片岡美羽 

円盤投 優勝  別所りなみ 

    第４位 横山花音 

    第５位 堀凪沙 

ハンマー投 第 2 位 塩原愛生 

      第３位 長尾環 

      第４位 堀凪沙 

やり投 第２位 横山花音 

第６位 別所りなみ 

 

 

 

 



令和 2年度 陸上競技部 大会成績 

 

日時 場所 結果 

11/3(火) デンカビックスワンスタジ

アム 

＜男子＞ 

４００ｍ 阿部翔太 第５位 48’’96 

     佐藤渉真 第１３位 50’’80 

＜女子＞ 

４００ｍ 宮本彩美 第１０位 1’00’’40 

矢頭幸鈴  第１１位  1’00’’70 

 

4×100ｍR 第２位 49’’36 

山下華・宮本彩美・ 

矢頭幸鈴・坂田帆里 

 

日時 場所 結果 

10/23(金) 

10/24(土) 

エディオンスタジアム広島 ＜女子＞ 

走幅跳 出場 高橋好波（3 年/東郷中）  

 

やり投 出場 中川満瑠（3 年/みよし北中）  

 

日時 場所 結果 

9/26(土） 

9/27(日） 

 

パロマ瑞穂スタジアム 

 

＜男子＞ 

400m 出場 佐藤渉真 50”99 

110mH 出場 菊田宇大 17’’10 

400mH  出場 菊田宇大 62’’45 

4×400mＲ 出場 3’30”63 

 佐藤渉真・眞田樹心 

 伊藤直樹・中之迫音弥 

円盤投 前田康就 第 17位 28ｍ39 

    柘植克己 第 18位 28ｍ02 



    神戸良介 第 21位 26ｍ77 

やり投 柘植克己  第 10位  45m19 

＜女子＞ 

4×100mＲ 第８位 49”54 

山下華・宮本彩美・ 

矢頭幸鈴・坂田帆里 

4×400mＲ 出場 4’11’’25 

矢頭幸鈴・宮本彩美・ 

増田有里・枡田日菜果 

三段跳 第 7位 岡戸優芽 10m63 

円盤投 堀凪沙 第 14 位 23m43 

    別所りなみ 記録なし 

やり投 別所りなみ 第 10位 33m35 

    横山花音 第 13位 31m56 

 

 
新人戦 西三河支部予選会 

 

日時 場所 結果 

9/5(土） 

9/6(日） 

ウェーブスタジアム 

刈谷 

＜男子＞ 

男子総合 第 4 位 ３２点 

フィールドの部 第 2位 ２１点 

200m 第５位 佐藤渉真（2 年/浄水中）  

400m 第６位 佐藤渉真  

110mH 第 5位 菊田宇大（2年/末野原中）  

400ｍH 第６位 菊田宇大 

4×100mＲ 第６位  

 中之迫音弥（1年/猿投台中）・佐藤渉真・ 

伊藤直樹（2年/植田中）・眞田樹心（2年/高浜中） 

4×400mＲ 第３位  

 佐藤渉真・眞田樹心・伊藤直樹・中之迫音弥 

円盤投 第２位 柘植克己（2年/三好中）  

    第４位 前田康就（2年/桜田中） 

    第５位 神戸良介（1年/平坂中） 



ハンマー投 第２位 神戸良介 

      第６位 小野田光希（2年/春木中） 

やり投 第 2位 柘植克己 

 

＜女子＞ 

女子総合 第４位 32 点  

フィールドの部 第３位 24 点 

4×100mＲ 第４位  

山下華（1 年/日進中）・宮本彩美（2年/みよし南）・

矢頭幸鈴（1年/逢妻中）・坂田帆里（2年/逢妻中） 

 

4×400mＲ 第２位   

矢頭幸鈴・宮本彩美・ 

増田有里（1年/高岡中）・枡田日菜果（1年/度会中） 

三段跳 第４位 岡戸優芽（1年/朝日中）  

円盤投 第３位 別所りなみ（1 年/みよし南） 

    第５位 堀凪沙（2 年/逢妻中） 

    第６位 横山花音（1年/東郷中） 

やり投 第３位 別所りなみ 

    第 6位 横山花音 

ハンマー投 第 2 位 塩原愛生（1 年/扶桑中） 

      第３位 松岡里音（1 年/松平中） 

 

日時 場所 結果 

7/5(日) 

 

 

 

 

 

7/18(土) 

 

パロマ瑞穂スタジアム ＜男子＞ 

4×400mR 第 8 位（東海選手権出場） 3分 23秒 36 

佐藤渉真（2年/浄水中）・阿部翔太（3年/崇化館中）・ 

島田遥生（3年/逢妻中）・眞田樹心（2年/高浜中）         

＜女子＞ 

走幅跳 決勝 優勝 高橋好波  

(３年/東郷中) 5m83 東海選手権出場 

 



 

令和元年度 陸上競技部 大会成績 

 

日時 場所 結果 

10/26(土) 

10/27(日) 

パロマ瑞穂スタジアム 

 

＜男子＞ 

三段跳 第４位 能見俊大（2 年/知立中） 

14m42   

＜女子＞ 

走幅跳 第２位  高橋好波 (2年/東郷中) 

                           5m61 

 

やり投 第３位   中川満瑠（2年/みよし北中）

42m64 

 

日時 場所 結果 

10/26(土) 北九州市立本城陸上競技場 U１８男女混合 4×400R 愛知県代表 

阿部翔太 決勝 第５位  3’35”57 

 

 

 

 

日時 場所 結果 

10/18(金) エディオンスタジアム広島 ＜女子＞ 

走幅跳 第 1４位 高橋好波 5m47 

 

やり投 第６位  中川満瑠 44ｍ52 

 

 



日時 場所 結果 

10/5(土) 笠松運動公園 

陸上競技場 

＜女子＞ 

走幅跳 第７位 高橋好波 5m74  

 

 

日時 場所 結果 

9/28(土） 

9/29(日） 

 

パロマ瑞穂スタジアム 

 

＜男子＞ 

400m 第５位 阿部翔太 48”84(東海大会へ) 

4×100mＲ 出場 42”56 

 能見俊大・阿部翔太・ 

佐藤渉真・伊藤慎太郎（2年/知立竜北中） 

4×400mＲ 第７位 3’21”95 

 伊藤慎太郎・阿部翔太 

 佐藤渉真・島田遥生(2年/逢妻中) 

走幅跳 第 8位 能見俊大 6m58  

三段跳  第３位 能見俊大 13m94(東海大会へ) 

＜女子＞ 

400mH 第７位 高橋結衣 1’05”75（2年/大府中） 

4×400mＲ 出場 4’11”27 

岩渕愛（2年/前林中）・宮本彩美（1 年/みよし南中）・ 

髙木菜摘（2 年/岡崎矢作中）・竹内結衣（2 年/大府中） 

走幅跳 優勝 高橋好波 5m86(東海大会へ) 

砲丸投 出場 堀凪沙（1年/大府中） 5m36 

円盤投 第８位 鬼頭初音（2年/三好中） 30m87 

やり投 優勝 大会新 中川満瑠 46m38 

(東海大会へ) 

    出場 鬼頭初音 27m98 

 

 

 

 

 



 

日時 場所 結果 

8/6(火) 

 

タピック県総ひやごん

スタジアム（沖縄） 
＜女子＞ 

走幅跳 決勝 18位 高橋好波  

(２年/東郷中) 5m61  

※予選 5m95（高 2 今季１位） 

やり投 出場    中川満瑠 

(２年/みよし北中) 40m10 

 

日時 場所 結果 

6/21(金) 

6/22(土) 

6/23(日) 

エコパスタジアム 

（静岡） 
＜男子＞ 

4×100mR 準決勝進出  

菅谷航汰（3年/豊正中）・鈴木隆斗（3年/美里中）・ 

村田恭健（3年/朝日丘中）・近藤隼人（3年/朝日丘中）                 

42秒 40 

※予選 北・鈴木・村田・近藤 41 秒 27 

4×400mR 10位  

 阿部・相川・高木・鈴木   3分 16秒 91 

＜女子＞ 

走幅跳 第２位  高橋好波  

5m83(インターハイ出場)  

やり投 第６位  中川満瑠  

43m78(インターハイ出場) 

 

 

 

 

 

 

 

 



年 大会名 出場者 

２０２２年 

 

 

 

２０２１年 

２０２０年 

 

２０１９年 

 

 

 

 

 

 

２０１８年 

 

２０１７年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１６年 

 

 

 

全国高校総体（インターハイ） 

 

 

 

U18 日本選手権 

全国高等学校陸上競技大会２０２０ 

 

U18 日本選手権 

 

国民体育大会 

日本陸上競技選手権大会リレー競技大会 

 

全国高校総体（インターハイ） 

 

U20 日本陸上競技選手権大会 

日本陸上競技選手権大会 

U20 日本陸上競技選手権大会 

 

U18 日本陸上競技選手権大会 

国民体育大会 

 

全国高校陸上選抜大会 

全国高校総体（インターハイ） 

 

 

 

日本ユース選手権大会 

 

全国高校総体（インターハイ） 

 

神戸良介（３年・平坂中） 男子ハンマー投 

             男子円盤投 

別所りなみ（３年・みよし南中）女子円盤投 

皆川朋輝（２年・前林中） 男子ハンマー投 

神戸良介（２年・平坂中） 男子ハンマー投 

高橋好波（３年・東郷中） 女子走幅跳 

中川満瑠（３年・みよし北中）女子やり投 

高橋好波（２年・東郷中） 女子走幅跳 

中川満瑠（２年・みよし北中）女子やり投 

高橋好波  女子走幅跳 

阿部翔太（２年/崇化館中） 

男女混合４×４００R 

高橋好波  女子走幅跳 

中川満瑠  女子やり投 

都築陽奈 （３年・保見中）女子三段跳 

都築陽奈         女子三段跳 

宮川杏奈 （３年・みよし南中）女子三段跳 

              女子走幅跳 

都築陽奈 （２年・保見中）女子三段跳 

宮川杏奈  女子走幅跳 

女子三段跳 

都築陽奈  女子三段跳 

宮川杏奈  女子走幅跳 

女子三段跳 

都築陽奈  女子走幅跳 

女子三段跳 

都築陽奈 （１年・保見中）女子三段跳 

 

宮川杏奈 （２年・みよし南中）女子走幅跳 

 

 

 


