
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



０ 県新人大会の主な結果 

 

・男子総合４位入賞 ５８点（県立１位） 

・男子１００m 準優勝🥈 １０秒８１ 

・男子２００m 優勝🥈 ２１秒２９ 

・男子４００m ５位㊗ ４９秒８５ 

・男子５０００m W 優勝🥇  

・男子５０００m W 準優勝🥈 

・男子５０００m W ５位㊗ 

・男子砲丸投 ４位㊗ 

・男子砲丸投 ８位㊗ 

・男子円盤投 ５位㊗ 

・男子４×１００m R ５位㊗ 

・男子４×４００m R ３位㊗ 

 



１ 部の目標 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上競技を通して人として成長する！！ 

大切にしていること 

① 社会で通用する力を身につける。(あいさつ、礼儀、報連相) 

② 何事も本気で取り組む。（競技に本気で取り組む。勉強も部活も頑張る！！） 

→ この２つのことを大切にすることで人として成長することを目標としています。 

 

２  ５年間の結果 

 

保土ケ谷高校は 5 年前までは県大会出場者 0 名の学校でした。 

2018 年 4 月、当時の部員に『今は強くなくても、5 年後、10 年後に強くなる 

陸上部の礎を作ろう！』と呼びかけました。その当時は夢だった県大会出場が、 

生徒の日々の努力によって、当たり前になりました。 

そして、ついに、2022 年、１００m、２00m、400m、４×100m R、4×

400mR で関東大会出場、2 年連続インターハイ出場することができるようになり

ました。まだまだ、私立の強豪校には及びませんが、競技面、生活面を向上し続け

て、県立高校での陸上を本気でできる学校の一つになれるように努力し続けていき

たいと思います。次の表は 2017 年から 2022 年までの県大会出場者の表になり

ます。県大会出場者が 0 種目から２５種目まで増加しました。 

保土ケ谷高校陸上部は短距離、長距離だけではなく、投擲から競歩まで、 

どの種目でも本気でできるような陸上部を目指しています。 



 

大会名 県大会 

出場種目数 
備 考 

2017 県総体 

県新人 

０種目 
県総体 

県新人ともに 

県大会出場 0 名！ 

 

2018 

県総体 １種目 
男子８種競技で初の県大会出場！ 

県大会出場は 2 年ぶり！ 

県新人 ５種目 
県大会出場が複数名は 3 年ぶり。 

男 5000mW 県大会３位で関東大会出

場！ 

保土ケ谷高校初の関東新人大会出場！ 

 

2019 

県総体 10 種目 
男４×400mR、県大会初出場！！ 

男 800m で県大会 8 位入賞！ 

 

県新人 12 種目 
男４×１00mR、 

男４×400mR、県大会出場！！ 

 

2020 

県総体  
新型コロナのため県高校総体開催せず。 

県新人 8 種目 
男 800m で県大会ダブル入賞！ 

関東大会出場者 2 名 

関東大会ダブル入賞！（５、６位） 

 

2021 

県総体 11 種目 
関東大会出場者 2 名。 

32 年ぶりのインターハイ出場！！ 

県新人 21 種目 
男４×400mR、県 5 位で初入賞！ 

男子総合 6 位入賞！県総合初入賞！ 

 

2022 

県総体 25 種目 
男４×400mR で関東大会初出場！！ 

男子総合７位入賞！県総合 2 年連続入

賞！！２年連続インターハイ出場！ 

県新人 23 種目 
① 男４×100mR、男 4×400mR で県大

会決勝進出、関東大会出場！ 

② 男子総合過去最高の５位！ 

③ 過去最多の関東大会出場数更新！ 

→すべての目標達成！！！ 
① ４×100mR 5 位 関東大会出場！  

４×400mR 3 位 関東大会出場！ 

② 男子総合 4 位！ 

③ 過去最多の 16 名関東！ 

2023 県総体目標 25 種目 
① リレーで関東！ 

② インターハイ入賞！ 

③ 県総合入賞！ 



３ ５年間の実績 

・関東大会出場者 ３６名  全国大会出場者 ８名   

・インターハイ出場者 ３名 （２年連続インターハイ出場） 

・３大会連続 神奈川県男子総合入賞 

（2021 年県新人 6 位、2022 年県総体 7 位、県新人 4 位） 

●令和４年度（2022 年）	

個人３種目、４×４００m リレーで関東出場！！	

個人２種目インターハイ出場！！	

・県高校総体 

男４×４００ｍR ６位 関東大会出場 

男４００m ６位、７位 関東大会出場 

男５０００m	W 準優勝、３位、６位  関東大会出場 

・関東高校総体 

男５０００m	W 優勝、準優勝 インターハイ出場 

・インターハイ(全国高校総体)  6 位入賞！！ 

 

●令和３年度（2021 年） 

・神奈川県高校新人	

男４×４００mR ５位 	

男５０００m	W 優勝、準優勝、３位  関東大会出場 

男走高跳６位、男４００m８位	

  



４ 選手の伸び率 （注：2022 年９月２６日現在） 

・男子 2 年（横浜市立大道中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

100m 12 秒１４ 10 秒 66 

200m 24 秒 1９ 21 秒 29 

400m(マイルのラップ) 記録なし 47 秒 54 

 

・男子 3 年（横浜市立豊田中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

200m 24 秒 21 22 秒 27 

400m 52 秒 27 49 秒 13 

 

・男子 3 年（横浜市立希望が丘中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

400m 54 秒 05 48 秒 95 

800m 2 分 00 秒 51 1 分 55 秒 89 

 

・男子 2 年（横浜市立荏田南中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

400m 58 秒 11 49 秒 67 

200m 23 秒 56 22 秒 12 

400mH 記録なし 57 秒 70 

 

・男子 1 年（横浜市立岡村中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

100m 12 秒 17 11 秒 28 

200m 24 秒 80 22 秒 29 

 

・男子 2 年（藤沢市立湘南台中学校出身） 

種目 中学 3 年時のタイム 現在のタイム 

1500m 5 分 0０秒２４ 4 分 18 秒 35 

 

・男子２年（十日市場中学校出身） 

種目 高校１年時の 6 月の記録 現在の記録 

砲丸投 9m46 11m44 

円盤投 21m35 32m4７ 



● チーム目標 

年 大会名 総合入賞の結果等 

2020

以前 

県総体

県新人 

なし 

2021 県新人 男子総合６位入賞 

（史上初の入賞。県立の中で１位） 

2022 県総体 男子総合７位入賞（県立の中で 2

位） 

2022 県新人 

 

男子総合４位入賞（過去最高順位） 

県立高校総合得点で 1 位 

保土ケ谷高校は総合得点で県立 NO.1 を目指

して活動しています。高校生は個人種目で関東

大会・全国大会を目標にすることもとても大切

なことですが、『仲間とともに協力して、同じ

目標に向かって努力すること』は大人になって

も大切なことだと考えています。部活動を通し

て、仲間と協力していくことで、協調性を養

い、社会で生き

る力を身につけ

ていきたいと考

えています。 



● 短距離・跳躍ブロック 
年 大会名 個人種目・リレーの結果等 

2019 県総体 男 4×400mR で県大会初出場 

2019 県新人 男 4×100mR と 4×400mR ともに県大会出場 

2020 県新人 男 4×100mR と 4×400mR ともに県大会出場 

2021 県新人 男 4×400mR で県大会決勝進出！史上初！ 

男４×400mR で県大会５位入賞！走高跳 6 位入賞！男 400m8 位入賞！ 

2022 県総体 男 4×400mR で県大会決勝進出！ 

男４×400mR で県大会６位入賞！関東大会出場！ 

男 400m2 名決勝進出！6 位、7 位入賞！１名関東大会出場！ 

2022 県新人 

 

男４×１00mR で県大会５位入賞！関東大会出場！ 

男４×400mR で県大会３位入賞！関東大会出場！ 

男１00m 準優勝、２００m 優勝！８名関東大会出場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●練習メニューの例 

・W-up 

・ドリル８種 

・マーカー走（2m で１足、4m で２足）×３本ずつ 

・120 フォーム走×２ 

・30SS 60SS 2 本ずつ 

・ポイント練習 

バトン保持 200 の入り×４（23 秒 50 以内）＋

250 

・補強 

・ダウン 

●大切にしているポイント 

①姿勢・動きづくり 

いい姿勢といい動きは効率の

良い走りに繋がります。基本を

大切にして、練習の前にドリル

を行っています。最近の選手

は、足が流れてしまう選手が多

いので、マーカー走やミニハー

ドル走などで動きを日々修正し

ています。 

②メニューへの意識や意味づけ 

一つ一つのメニューに必ず意

味を持たせて活動しています。 

③ポイント練習の質 

集中した練習ができなけれ

ば、本番走ることができませ

ん。本番をイメージして練習し

ています。 



●競歩ブロック 
年 大会名 競歩の結果等 

2020 県新人 男 5000mW で 2 位、3 位で関東大会出場！ 

2020 関東新人 男 5000mW で５位、６位で関東大会ダブル入賞！初入賞！ 

2021 県総体 男 5000mW で３位、４位で関東大会出場！ 

2021 関東総体 男 5000mW で 4 位！32 年ぶりのインターハイ出場！ 

2021 県新人 男 5000mW で優勝、準優勝、３位で、関東大会 3 名出場！ 

2021 関東新人 男 5000mW で優勝、準優勝 

2022 県総体 男 5000mW で 2 位、3 位で関東大会出場！3 名入賞！ 

2022 関東総体 男 5000mW で優勝、準優勝でインターハイ 2 名出場！ 

2022 インターハイ 男 5000mW で決勝進出！インターハイ 6 位入賞！全国初入賞！ 

2022 県新人 男 5000mW で優勝、準優勝、５位で関東大会 3 名出場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●練習メニューの例 

・W-up 

・2000m 走 

・ドリル 

・2000m W UP 

・8000mW 

・流し 

・動きの修正 

・ダウン 

●大切にしているポイント 

①ルールの熟知 

膝が曲がってはいけない、両足が浮いては

いけないというルールがあります。そのルー

ルを理解して歩くことを大切にしています。 

②動き作り 

競歩は動きづくりがとても大切です。いい

動きができなければ、速く歩くこともゴール

することもできません。正しい動きを定着で

きるように、指導者も選手も正しい動きを意

識しています。 

③努力と集中 

競歩は才能よりも努力の割合がとても高い

種目です。長距離出身の選手が多いですが、

短距離出身の選手で関東大会に出場している

選手もいます。高校からの種目なので、中学

で県大会出場していない選手でも、努力次第

で関東大会、全国大会に出場できます。（今

年のインターハイ出場者は中学での県大会出

場の実績はなし。） 

競歩をやる上で、一番大事なことは 

『努力できる力』です。高校で新しいチャレ

ンジしたい選手には一番オススメです。全国

大会標準を突破すれば、2月神戸競歩、3月

能美競歩（石川）など多くの経験を積むこと

ができます。 

 



●中距離・長距離ブロック 
年 大会名 中長距離の結果等 

2018 県高校新人 男 800m で県大会出場！準決勝進出！ 

2019 県高校総体 男 800m1 分 56 秒 95 県大会決勝進出！県大会 8 位入賞！ 

（中学時代 2 分 07 秒で県大会身出場の選手） 

2019 県高校駅伝 7 年ぶりの県高校駅伝出場！！ 

2020 県高校新人 男 800m 県大会 2 名決勝進出！県大会７、8 位ダブル入賞！ 

2021 県高校新人 男 800m、1500m 県大会決勝進出！ 

2021 県高校駅伝 2 年ぶりの県高校駅伝出場！！ 

2022 県新人 

 

男 800m、1500m、男 3000msc で県大会出場！ 

県大会 4 名出場！2 年連続県駅伝出場決定！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 月 火 水 木 金 土 日 

長距離 

（１５００m 

4 分０９秒） 

LSD90’ 

WS 

 

Free jog 

WS（坂） 

1000×4 

(3’05”) 

(R=3’jog) 

アクティブレス

ト 

グループ

jog 

WS（坂）  

5000(3’25”/km) 

200×６（３４“） 

（R＝２００jog） 

休み 

持久力強化 

 

回復 

 

有酸素能力

向上 

回復を目的とし

ています。 

動きづく

り 

LT 値向上  

 

●練習メニューの例 

・W-up 

・ドリル 

・３０００jog 

・ポイント練習 

・c-down 

・補強 

・ケア（アイシング・マ

ッサージ・ストレッチな

ど） 

●大切にしているポイント 

①『動きよく』・『余裕を持たせる』 

メニューでの週間走行距離は７０km程度です。（選手によ

っては自主的に朝練等をし８０〜１００km程度になりま

す。） 

②『脈拍をはかる』 

練習後は必ず脈拍をとり、選手の調子や成長・練習の達成度

を確認します。 

○メニュー例の補足○ 

W S：緩やかな上り坂で行いランニングエコノミーの改善と

スピード強化のための筋力を刺激します。 

１０００×４：疾走時間を３分程度にすることで有酸素能力

値（VO2MAX）に達するようにし、リカバリーをとること

で有酸素能力を使っての連続限界時間（１１分）を越える負

荷をかけ、有酸素能力の向上をはかります。 

５０００＋２００×６：L T値向上を狙ったペースランで

す。２０分間走れる程度のペース設定にすることで乳酸の処

理能力を向上（＝持久力強化）させます。その後、動きよく

ショートインターバルを行うことでより効果を高めます。 

 

 



●投擲ブロック 
年 大会名 リレーの結果等 

2019 横浜市大会 男円盤投優勝 37m99 

2021 県新人 男砲丸投、男円盤投１名県大会出場！ 

2022 県総体 男砲丸投、男円盤投 3 名ずつ県大会出場！ 

女砲丸投、円盤投で 1 名が県大会出場！ 

2022 県選手権 

  

少年男子 B で 3 位入賞、4 位入賞 

少年女子 B で 3 位入賞！ 

2022 県新人 

 

男砲丸投で 4 位と 8 位で県大会入賞！関東大会出場！ 

男円盤投で 5 位入賞で関東大会出場！2 名の関東大会出場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●練習メニューの例 

・W-up 

・メディシン 

・ドリル 

・砲丸アップ 

・ドリル 

・投げ１（円盤投） 

・ウエイト 

・投げ２（円盤投） 

★ウエイトで使った

筋力を技術（投げ）

につなげる。 

・ダウン 

●保土ケ谷高校の投擲ブロックで大切にしていること 

①毎日投げる！ 

保土ケ谷高校は本番の競技場でのサークルと同じ砲丸サーク

ル、円盤サークルがあります。毎日、安全に投げることができる

環境を最大限生かして練習しています。  

②総合的な体力の向上を技術へつなげる。 

投げを安全に行うことができる環境を生かして、投げを終えた

あと、すぐにウエイトをして、筋肉を刺激します。そして、ウエ

イトの直後に、投げをすることで、ウエイトで使った筋力を技術

につなげていくことを大切にしています。 

③競技面だけでなく、心を鍛える！ 

『心』『技（技術）』『体（筋力）』のすべてが大切な競技で

す。 

3 つのどれかが欠けてしまっても、競技力向上や人間力向上はあ

りません。練習から本番と同じサークルで投げることに感謝し

て、その環境で本番を意識したトライアル練習をすることで、本

番で勝負強い選手になることを大切にしています。 

 



その他 

① 練習場所 

学校と競技場が主な練習場所になります。大和競技場は鶴ヶ峰駅から大和駅まで約１５分と近

いので、平日も行くことができます。学校での練習はグランド、２５０ｍの内周コース、ウエイ

ト場と８００ｍの外周を主に利用しています。保土ケ谷高校は 2021 年度からの耐震工事に伴い

グラウンドが使用できないため、競技場使用料が公費で支給されています。 

 

② 勉強会 

保土ケ谷高校陸上競技部は、勉強も大切にしています。 

高校での勉強に不安のある生徒も多いことから、 

テスト前に勉強会を実施して学習の支援を行っています。 

 

 

③ 部活動インストラクターの充実 

・清水隆太郎コーチ（MORE） 

 短距離のコーチとして定期的に来て頂いています。 

現在、保土ケ谷高校で実践しているスプリントドリル 

やマーク走は清水コーチから教えて頂いたものに 

なっています。清水コーチ（自己ベストは１00m10 秒 51、 

200m 20 秒 77、400m4７秒 60）は今現在も現役で 

走っているので、生徒と一緒に走りながら指導して頂いています。 

トップレベルの選手の走りを一緒に走って体験できることは 

一番ありがたく思っています。 

 

・朝日山一男先生 

マッサージやストレッチの指導などをして頂いています。 

ケガの予防や選手の走りの癖を見抜いて頂き、 

改善していけるようにしています。 

朝日山先生が保土ケ谷高校に来て頂いて 2 年目ですが、 

ケガの割合がかなり減っています。 

 

・田邊寛太コーチ（名瀬中学校出身） 

 保土ケ谷高校の卒業生で、現在大学 1 年生です。 

2022 年 5月の関東インカレも出場しています。 

保土ケ谷高校の基礎を作ってくれた部長であり、 

競歩の技術的な指導だけでなく、高校生の立場に立って、 

競技面だけでなく、生活面のアドバイスをしてくれています。 

 



 

 

日程： 令和４年１１月５日(土)、１１月２６日(土)  

★日程は変わる可能性もあります。H P 、Tweitter で再度連絡します。★ 

時間： ８時３０分～１２時００分  

場所： 県立保土ケ谷高等学校 

保土ケ谷高校にて、中学 3 年生を対象に練習会・説明会を行います。

保土ケ谷高校陸上部は５年連続関東・全国大会出場、2 年連続インター

ハイ出場、２０２２年県高校新人で男子総合４位入賞（県立高校 N O.

１）、男子１００m,男２００m,男４００m,男子４×４００m R での関東

大会出場、などの結果を残しています。今後、より一層多くの中学生が

本気で陸上競技ができる県立高校の一つになりたいと思っています。 

現在、短距離、中長距離、競歩、ハードル、跳躍、投擲など、幅広い種目の選手

がいます。見学や説明会のご希望の方は、以下の QR コードでの google フォー

ム、もしくは電話にて、①名前②中学校名③緊急連絡先 (緊急で変更の可能性もあ

るため) を事前に必ずご連絡ください。(学校は不在のこともありますので、基本は

google フォームでお願いします。)その他の日程でも何かあればご連絡ください。 

問合せ先 県立保土ケ谷高等学校 

陸上競技部 顧問 竹内 俊樹 

電話) ０４５－３７１—７７８１ 

                               Mail ) toshiki-takeuchi19@pen-kanagawa.ed.jp 
 

 

保土ケ谷高校陸上部 練習会・説明会 開催について 

 

＜ご注意＞ 

※中学校の顧問の引率か、保護者同伴でのご参加をお願いします。万一怪我をした場合、中学校で加入している日本

スポーツ振興センターの医療費給付の対象とはなりませんので、民間の一日スポーツ保険等に加入してください。 

 

 

 


