
陸上競技部 9 月大会報告 

 

「陸上競技部‼神奈川県総合 6位入賞！神奈

川県立高校最上位！関東大会 3 名出場！」 
 

  保土ケ谷高校陸上競技部は、関東大会 3 名、入賞者

6 名＋マイルリレーで 5 位入賞で、神奈川県大会で県

総合で 6 位に入ることができました。県立高校 NO.1

を目指してきて、総合得点で県立で 1 位になることが

できました。これからも上を目指して頑張っていきま

す。５０００ｍW で優勝、準優勝、3 位の表彰台独占、

４×４００ｍR でも５位、走高跳で６位、４００ｍ8

位、など幅広い多くの種目で入賞しました。県大会入

賞者は過去最多であるのべ９名となっています。 

今回は短距離、長距離、跳躍、投擲、競歩、などす

べての種目で結果を出すことができました。 

 

関東大会では全員入賞を目指していきます。 

 
☆２０２１年９月 20,21,25,26 日 県新人  

男子１００ｍ    

森(1 年生) (大道中出

身) 
１１秒３７ PB   

男子２００ｍ    

森(1 年生) (大道中出

身) 

２３秒０８ PB  



男子４００ｍ    

藤原(２年生) (豊田中出身) ５０秒５６  組 1着 決勝進出 

猪浦(２年生) (希望が丘中出

身) 
５０秒２０  

 

組２着 準決勝進出 

前田(１年生) (荏田南中出

身) 

５１秒０８ 

 

組３着 準決勝進出 

男子８００ｍ    

猪浦(２年生) (希望が丘中出

身) 
１分５９秒３１ 

 
組 1着 準決勝進出 

決勝進出  

佐藤壮(２年生) (引地台中出身) １分５７秒１４ 

 

組 1着 準決勝進出 

萱沼(2年生) (東野中出身) ２分０１秒８ PB 組４着  

男子４００ｍH    

乙守(２年生) (引地台中出

身) 

６０秒０１   

前田(１年生) (荏田南中出

身) 

５８秒２０  

 

組２着 県 11位 

 

男子１５００ｍ 
佐藤壮(２年生) (引地台中出

身) 
４分０５秒０８ 組４着 決勝進出 

 
 

男子５０００ｍＷ    

岩下(２年生) (樽町中出身) 2３分４６秒  優勝 関東大会出場 
 

守屋(１年生) (田島中出身) 2５分２５秒７５  準優勝 関東大会出場 

三堀(1 年生) (湘南台中出身) 2５分２８秒０９ PB 3位 関東大会出場 

 
 

男子砲丸投    

佐藤昂(1 年) (十日市場中出

身) 
１０ｍ３４ PB  



男子円盤投    

佐藤昂(1 年) (十日市場中出

身) 
２７ｍ００   

男子三段跳 
   

ブンロームマルデット

(１年生) 

(松本中出身) １２ｍ３４  

男子走高跳    

ブンロームマルデット

(１年生) 
(松本中出身) １ｍ８５ PB  県大会 6 位入賞 

1 年生で 2 位！ 

男子４×４００ｍリレ

ー 

予選  ３分２３秒 組１着 史上初の決勝進出‼ 

１走 前田 (荏田南中出身１年生)  

２走 藤原 (豊田中出身２年生)   

３走 佐藤 (引地台中出身２年生)  

４走 猪浦 (希望が丘中出身２年生)  

 決勝  ３分２０秒９９ 県大会 5 位入賞‼ 

１走 前田 (荏田南中出身１年生)  

２走 藤原 (豊田中出身２年生)   

３走 佐藤 (引地台中出身２年生)  

４走 猪浦 (希望が丘中出身２年生)  

男子総合 
6 位入賞 県立最上位 
1 位 法政二高校(私立)  

2 位 川崎市立橘高校(市立) 

3 位 相洋高校(私立) 

４位 東海大相模高校(私立)  

５位 横浜清風高校(私立) 

６位 保土ケ谷高校(県立) 

７位 相模原弥栄高校(県立) 
 



☆２０２１年 ９月４，５日 地区新人主な結果 

男子１００ｍ    

森(1 年生) (大道中出身) １１秒４４  組 1着 県大会出場 

男子２００ｍ    

森(1 年生) (大道中出身) ２３秒１２ PB 組 1着 県大会出場 

藤原(2 年生) (豊田中出身) ２３秒０５ PB 組 1着 県大会出場 

男子４００ｍ    

藤原(２年生) (豊田中出身) ５０秒５６  組 1着 県大会出場 

猪浦(２年生) (希望が丘中出身) ５０秒２０  

 

組 1着 県大会出場 

前田(１年生) (荏田南中出身) ５１秒５５ 

 

組 1着 県大会出場 

男子８００ｍ    

猪浦(２年生) (希望が丘中出身) １分５９秒３１ 

 
組 1着 県大会出場 

佐藤壮(２年生) (引地台中出身) １分５７秒１４ 

 

組 1着 県大会出場 

萱沼(2年生) (東野中出身) ２分０５秒０９ 
PB 

組 1着 県大会出場 

男子４００ｍH    

乙守(２年生) (引地台中出身) ６０秒０１  組２着 県大会出場 

前田(１年生) (荏田南中出身) ５９秒００  

 

組 1着 県大会出場 

 

男子１５００ｍ 
佐藤壮(２年生) (引地台中出身) ４分１４秒６４ 組 1着 県大会出場 

 
 

男子５０００ｍＷ    



岩下(２年生) (樽町中出身) 2３分２２秒０４  組 1着 県大会出場 
 

守屋(１年生) (田島中出身) 2４分５５秒７５ 

PB  

組２着 県大会出場 
 

三堀(1 年生) (湘南台中出身) 2７分０８秒０９ 

PB 

組３着 県大会出場 

 

男子砲丸投    

佐藤昂(1 年) (十日市場中出身) １０ｍ０２ PB 横浜市８位 

県大会出場 
男子円盤投    

佐藤昂(1 年) (十日市場中出身) ２９ｍ００ PB 横浜市７位 

県大会出場 

男子三段跳 
   

ブンロームマルデ

ット(１年生) 

(松本中出身) １２ｍ５０ PB 横浜市５位 

県大会出場 

田崎(2 年) 
(塚越中出身) １１ｍ８４ PB 横浜市９位 

県大会出場 

男子走高跳    

ブンロームマルデッ

ト(１年生) 
(松本中出身) １ｍ８５ PB  横浜市 2位 

県大会出場 

男子４×１００ｍリレ

ー 

予選 ４３秒７２    組２着 全体６位通過 

１走 藤原 (豊田中出身２年生)  

２走 森  (大道中出身１年生)  

３走 前田 (荏田南中出身１年生)  

４走 乙守 (引地台中出身２年生)   

男子４×４００ｍリレ

ー 

決勝  ３分２５秒７６ 組１着 横浜市優勝‼ 

１走 前田 (荏田南中出身１年生)  

２走 藤原 (豊田中出身２年生)   

３走 佐藤 (引地台中出身２年生)  

４走 猪浦 (希望が丘中出身２年生)  

PB は自己ベストのことを示します。 

練習見学等の希望がありましたら、陸上競技部顧問竹内までご連絡くださ

い。(０４５－３７１－９０８３） 



 







 

 


