
保土ケ谷高校陸上競技部 

現在の部員数 22名 

(1年 13名、2 年 4名、3年 5名) 

 

 

保土ケ谷 

高校 

陸上部の 

ビジョン 

 

①  保土ケ谷高校陸上部で史上最高の結果を残す 

②  陸上競技を通して、人として成長する 

③  人から応援される人やチームになる 

 

 

 

保土ケ谷 

高校 

陸上部の 

長期目標 

 

 

 保土ケ谷高校陸上競技部の目指すもの 

①  総合力のあるチーム 

 ・ 県総合入賞 

 ・ マイルリレーで県大会決勝進出、関東大会出場 

②  個々の力があるチーム 

 ・ 毎年インターハイ出場のできるチームにする 

  ・ 関東、インターハイに常に複数種目で出場する 

③  学びに向う人間性の陶冶を目指す 

 ・ 心の力を養い、心の力を高め、自己肯定感を高める行動を行う 

・ あいさつ、礼儀、感謝の心を持てる人間になる 

 ・ 陸上だけでなく、学校生活、学業にも取り組む 



 

心の力 

を高める 

３つの要素 

 

 

①  あいさつ、感謝 

…元気な声で丁寧にあいさつをする 

②  我慢、忍耐 

…学校、家庭、陸上の中で苦しいことや辛いこと、自分にとって 

嫌なことから目をそむけない。 

③  思いやり、奉仕 

…自分のことしか考えない人は人として成長しない。先輩、後輩に

も気を配り、助け合うこと。それにより、チームワークが生まれる。 

 

保土ケ谷 

高校の特色 

①  ４００ｍ、４００ｍＨ、８００ｍの強化を図りマイルで勝負する 

 ・ 学校ではサーキットを中心とする体力トレーニング坂道走、往復走 

  ・ 競技場では２５０×５、40 秒間走、６００などの実践練習 

②  ５０００ｍＷ競歩で関東大会、インターハイを目指す 

 ・ 毎年、関東、インターハイに出場する。複数を目標とする 

・ 高校で新種目である競歩種目に取り組みたい選手の技術的なサポート 

③  短距離、長距離、投擲種目、跳躍種目、どの種目でも県大会出場 

 ・ 安全に円盤投、砲丸投できる投擲場の環境を生かし、 

投擲種目で県大会上位を目指す 

 ・ サーキット種目でどの種目も伸びる環境を整える 

④  顧問による長距離選手育成のサポート 

 ・ 顧問の先生は３０００ｍSC で関東選手権に 5 年連続入賞し、今現在もペー

スメイクなどのため、一緒に走ることを可能にしている 

 ・ 長距離種目、駅伝種目でも活躍し、総合的な力のあるチームを目指す 

 

 

 



 

練習への 

考え方 

①  総合的な体力の育成 

 ・ ケガしない身体づくり。タフな身体を作り、高校卒業後も活躍できる選手に 

 ・ シャフト、プレートを用いたサーキットトレーニング 

②  日々のポイント練習で試合を想定して練習する 

  ・ 陸上競技に大切なことは「ピーキング」能力。普段の練習から本番を意識する 

・ 週２～３日の競技場練習では試合を意識して本番と同じ集中力で行う 

  ・ 試合と同じ気持ちで練習する 

 

 

２０２０ 

２０２１年度 

具体的な 

目標 

 

① 全員県大会出場！５名以上の関東大会、全国大会出場！ 

② ４００ｍ、４００ｍＨ、８００ｍ、中距離種目を強化し、 

マイルリレーで県大会入賞、関東大会出場！ 

③ ２名以上インターハイ出場！ 

 

 

練習 

スケジュール 

 

例 

A パターン (試合のない週)     

月 火 水 木 金 土 日 

学校 

練習 

競技場 

練習 

各自 

課題練習 

競技場 

練習 

学校 

練習 

競技場 

練習 
ＯＦＦ 

技術 

体力 

ポイント 

練習 

技術 

体力 

ポイント 

練習 

技術 

体力 

ポイント 

練習 
回復 

       

Ｂパターン (試合のある週。土日試合のとき、月曜休)  

月 火 水 木 金 土 日 

競技場 

練習 

学校 

練習 

競技場 

練習 

各自 

調整 

各自 

調整 
大会 大会 

ポイント 

練習 

技術 

体力 

ポイント 

練習 
調整力 調整力 実践 実践 

 



２０１９年の

結果 

 

２０２０年に

向ケて 

保土ケ谷高校陸上競技部は２０１９年県高校ランキング上位に幅広い種目で、多

くの選手が入っています。 

 

男子８００ｍで松平選手が横浜市地区総体で 1 分５６秒９５で横浜市 1 位通過

し、県高校総体決勝に進出して、8 位入賞を果たしました。 

松平選手は中学では県大会に出場していません選手です。高校 2 年から中距離を

専門に指導できる指導者が保土ケ谷高校に赴任し、大きく力をつけてくれました。

ラストスパートが魅力の選手。彼の活躍を見て、２０１９年度の保土ケ谷高校での

練習会では８００ｍを専門にする選手が多く見に来ていただきました。 

今後も８００ｍ、１５００ｍは保土ケ谷高校では強化種目として、強化を続ケて

いきます。 

 

男子５０００ｍＷで 1 年生の田邊選手が県総体 5 位入賞を果たしました。２３分

２３秒２５というタイムは新学年で県大会ランキング５位、南関東ランキングで６

位に位置しています。競歩を初めて８か月で全国大会出場を決めました。高校から

競歩をはじめ、日々努力しています。２０２０年、２０２１年インターハイを目指

していきます。 

 

男子４００ｍＨでは原田選手が新学年ランキングで４位に位置しています。中学

ではハードルの経験がなく、１００ｍ、２００ｍの選手でした。高校１年生の１０

月から４００ｍ、４００ｍＨを中心に練習をはじめ、ハードルを始めて半年で、５

５秒１７のタイムで横浜市３位入賞を果たしました。保土ケ谷高校はマイルリレー

で県大会出場を連続で決めていますが、原田選手が中心になっています。今後、マ

イルリレーで県大会決勝を目指して練習をしていきます。 

 

 男子円盤投では大村選手、安西選手、女子円盤投では中川選手がそれぞれ、新学

年ランキングで５位、８位、１３位に位置しています。全選手とも中学では円盤投

の経験はありません。高校１年の５月から円盤投の練習をはじめ、円盤投を始め

て、１年で大村選手は横浜市大会で３７ｍ９０で優勝を果たしています。保土ケ谷

高校は学校に、円盤投と砲丸投のピットもあり、投擲種目でも上位を目指せる環境

にあります。 

２０２０年度入学生では、中学で４００ｍ、８００ｍ、１５００ｍで県大会優勝

選手や県大会上位入賞の選手が加入いたします。これからマイルリレー(４×４００

ｍＲ)、中距離、長距離、競歩を中心に強化を進めていきます。 

新人戦では、県大会総合入賞、マイルリレーで県大会入賞、８００ｍや５０００ｍＷを中

心に関東大会出場者を４人以上目指します。また、８００ｍ、５０００ｍＷ、マイルリレ

ー、円盤投を中心に、県高校総体、関東総体で上位入賞を目指し、２０２１年福井インター

ハイ、２０２２年徳島インターハイで大きな成果を目指していきます。 



部活動実績 

 

２０１９年度

まで 

2019 年度 県高校新人 １０名  県大会出場 

 

☆県高校新人での主な結果 

男子 400ｍH    

坂本(1 年生) (大鳥中出身) ５９秒６６ PB １年で県６位 

原田(2 年生) (上永谷中出身) ５６秒７４ 組１着！ 

県１０位 

 

男子５０００mW    

田邊 (１年生) (名瀬中出身)  ２４分０５秒７９PB 県５位！ 

 

男子円盤投    

大村(2 年生) (汲沢中出身)  ３２ｍ２６ 県１４位！ 

安西(2 年生) (鶴ケ峰中出身)  ３３ｍ００ 県１２位！ 

 

女子円盤投    

中川(１年生) (引地台中出身)  ２７ｍ７２ PB 県１０位！ 

あと５０ｃｍで

県８位！ 

女子砲丸投    

中川(１年生) (引地台中出身)  ８ｍ７３ PB 県１２位！ 

 

PB は自己ベストのことを示します。 

 

 

2019 年度 県高校総体横浜地区予選 １０名  県大会出場 

 



2019 年度 県高校総体横浜地区予選 １０名  県大会出場 

男子８００ｍで 県大会 8 位入賞 

 

男子 800m 

松平 (港南台第一中出身 3 年生)  

１次予選 ２分０３秒４７  組１着 

２次予選 １分５６秒９５  組１着 横浜地区１位通過！県大会出場！ 

 

男子１１0mH 

池谷 (西谷中出身３年生)  

予選 １６秒７５ 横浜地区１１位通過！県大会出場！ 

 

男子４００mH 

原田 (上永谷中出身 2 年生)  

予選 ５６秒０５ 横浜地区６位通過！県大会出場！ 

 

男子５０００mW 

田邊 (名瀬中出身１年生)  県大会出場！ 

 

男子砲丸投 

大村 (汲沢中出身 2 年生) １０ｍ０２ 横浜地区１６位通過！県大会出場！ 

 

男子円盤投 

大村 (汲沢中出身 2 年生) ３７ｍ９９ 横浜地区２位通過！県大会出場！ 

 

安西 (鶴ケ峰中出身 2 年生) ３５ｍ３５ 横浜地区５位通過！県大会出場！ 

男子やり投 

池谷 (西谷中出身３年生)  

予選 ４２ｍ２２ 横浜地区１６位通過！県大会出場！ 

 

男子４×４００ｍリレー 

１走 仲間(菅田中出身１年生)  

２走 原田(上永谷中出身２年生)  

３走 松平(港南台第一中出身３年生)  

４走 池谷(西谷中出身３年生)  

３分２６秒７０ 

横浜地区１４位通過！県大会出場！ 

 



2019 年度 横浜市大会 入賞者 ４名  総合得点２１点 

男子 400ｍH 3 位入賞 

男子 800ｍ 6 位入賞 

男子 400mH 3 位入賞 

男子円盤投 優勝、5 位入賞 

2018 年度 神奈川県高校新人 県新人 出場 5 名  

男子円盤投 県 10 位       

男子 8 種競技 県 12 位 

男子 800m  県準決勝進出  

男子 5000mW 県３位    

関東新人大会出場(保土ケ谷高校史上初) 

2018 年度 横浜市大会 入賞者 6 名  総合得点２３点 

男子 5000mW 優勝 

男子 400ｍ 7 位入賞 

男子 800ｍ 4 位入賞 

男子 400mH 4 位入賞 

男子円盤投 7 位、8 位入賞 

 

環境 

本校は陸上競技をする環境が整っています。 

野球、サッカー、陸上の部活動だケで使うことのできるグラウンドがあることに

加え、幅広いトレーニングを可能とするウェイト場、安全性に配慮した投擲練習用

のサブグラウンド、砲丸や円盤を毎日投げることができるサークルが 2 つ、外周約

800m でアップダウンのあるコースやダッシュに最適な坂などがあります。 

また、鶴ケ峰駅から大和競技場は相鉄線で１２分、三ツ沢競技場も近くにあり、

競技場へのアクセスにも利便性がある環境と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部員より 

【名瀬中出身１年生】 

県高校新人 男子 5000ｍＷ  24 分 05 秒 79  県 5 位 全国大会出場決定！ 

２３分２３秒２５ 県高校ランキング５位、南関東ランキング６位 

 私は中学までは中距離で、高校から競歩を始めました。竹内先生や様々な先生に、

基本を丁寧に教えて頂き、自己ベストを更新し県大会で 5位に入ることができました。

全国大会出場に満足せず、より一層気を引き締めて練習して、来年の総体ではインタ

ーハイを目指します！                 

 

【上永谷中出身２年生】 

100m 11 秒 40 200m 23 秒 11 男子 400ｍ  50 秒 63 

横浜市大会 男子 400ｍ  51 秒 25 ７位入賞  

男子 400ｍH  55 秒 17 ３位入賞 



男子 400ｍH  55 秒 17 県高校ランキング４位  

高校に入って、100m、200m、400m すべてで自己ベストを更新することができました。

最初は 400m が 56 秒だったのですが、体力、筋力もついて、長い距離に自信がついて

きました。今年は、400m、400mH で記録を伸ばして、関東大会、インターハイを目指

して頑張ります。 

 

【港南台第一中出身３年生】 

横浜市大会 男子 800ｍ 1 分 59 秒 34  4 位入賞  

県高校新人 男子 800ｍ 2 分 00 秒 88  準決勝進出 

横浜地区総体 男子 800ｍ 1 分 56 秒 95  横浜市 1 位通過 

県高校総体 男子 800ｍ 1 分 59 秒 74  決勝進出 第 8 位 

中学までは県大会に出場したことはなかったのですが、2 年生の 4 月から一緒に走

れる顧問の先生が来て、僕の陸上人生が変わりました。自己ベストを大きく更新し、

初めて県大会出場を果たすことができました。今年の県大会では、決勝進出、関東大

会を目標に頑張ります。  

 

【鶴ケ峯中出身２年生】 

県高校新人大会 男子円盤投 30m94cm  第 10 位  

横浜市大会 男子円盤投 35m35m  第 5 位  

男子円盤投  ３６ｍ８４ 県高校ランキング５位   

 

 中学までは、短距離だったのですが、高校から円盤投を始めました。顧問の先生に、

基本を丁寧に教えて頂き、様々な学校との練習を通して、自己ベストを更新し、入賞

まであと少しというところまで来ることができてよかったです。今年は今より記録を

伸ばして、より上の順位を目指します。 

 

【汲沢中出身２年生】 

横浜市大会 男子円盤投 37m70m  優勝  

男子円盤投  ３７ｍ９９ 県高校ランキング５位  

 

【西谷中出身３年生】 

県高校新人大会 男子 8 種競技 4064 点 第 12 位 

 

僕は男子 8 種競技で、昨年の新人戦は 12 位で、惜しくも目標の入賞を逃しました。

課題が明確になったので、日々努力して、今年の総体では県大会入賞目指します。 



部長より 4 月に顧問の先生が来てチームの雰囲気は大きく変わりました。顧問の先生は今で

も現役のランナーで、3000ｍは今でも 8 分台で走れる先生です。先生は中長距離に限

らず、短距離、跳躍、投擲、すべての競技を丁寧に指導してくれています。元気よく

活気のある部活動で、陸上競技を本気でやりたい生徒には最高の環境です。 

一緒に、保土ケ谷高校陸上部の歴史を作りましょう！！ 

部活動目標 全員県大会、関東大会、インターハイ出場！ 

陸上競技を通して、よりよい人間的な成長を目指す！ 

顧問から 保土ケ谷高校陸上部は高い目標を掲げ努力することで、人としての成長を目指しています。

ぜひ、陸上競技を本気でやりたい生徒は,ぜひ保土ケ谷高校に来て陸上をやりましょ

う！生徒のために、精一杯頑張ります！ 

顧問略歴 2018 年 4 月から保土ケ谷高校に赴任。前任校大和高校では 5 年間の中で、関東大

会出場、ジュニア選抜大会、インターハイ出場を果たした。(800ｍ1 分 54 秒、1500

ｍ3 分 57 秒の選手の育成、2016 年度神奈川県の高校 3 年生でランキングトップ)。 

神奈川県高体連強化部では中距離選手の育成に携わっている。また顧問自身も走

ることができ、3000ｍSC 関東選手権 6 年連続出場。ペースメイクのため、生徒と一

緒に走る指導も可能としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保土ケ谷高校は。 

砲丸、円盤を 

毎日安全に投げることが 

できる環境があります。 

(2019年 1月に完成) 

 

競技場と同じ環境で毎日投

げられること、ウェイト場

もあり、投擲の選手が伸び

る環境が整っています。 

 

円盤投を高校で始めた２年

生 2 人は 2 人とも横浜市で

入賞し、今年の総体では、県

大会上位、関東大会を目指

せる状況になっています。 



保土ヶ谷高校 年間計画 

            

  期分け 期間 質・量 主な大会 目的・留意点 

1 夏期強化期 

８月２週 

▼ 

９月１週 

量＞質 ９月地区新人 

インターハイ終了直後ということもあり、シーズン前半で低下した体力の回復 

および目標の大会を終えた後の、目標設定のために、さまざまな反省を行う。 

反省や個々の課題を踏まえつつ基礎体力強化。サーキットトレーニングや 

走り込みを行うことで、秋に結果を残せるための基礎を養う。 

2 試合期Ⅲ 

９月２週 

▼ 

11 月１週 

量＜質 

９月県新人 

１０月国体 

１０月日本ジュニア 

１０月関東新人 

１１月県駅伝 

シーズン前半の反省を生かし、新人戦や国体、駅伝などで結果を残して、 

来季の展望が持てるよう計画を進める。前期に培った土台を基に、 

具体的なテーマを持ちつつ実践的なトレーニングを行い、 

動きの感覚をつかむ(動きの質の向上) 

3 強化移行期 

11 月２週 

▼ 

12 月１週 

    

冬季練習へスムーズに移行できるよう、あまり練習の質や量にこだわることなく、 

心身ともにこだわることなく、心身共にリフレッシュした状態でオールラウンドな 

トレーニングを実施。シーズンの反省を行い、冬季練習の意味・意義を押さえる。 

しっかりとポイントを頭と体にインプットする。 

4 強化期Ⅰ 

12 月２週 

▼ 

１月４週 

量＞質 
１月元旦競歩 

１月地区駅伝 

長距離や競歩以外は試合などもなく、モチベーションを維持しづらい時期だが、 

具体的な目的と目標を持ちつつトレーニングを進める。サーキットトレーニングで 

基礎体力のアップ、主に体幹部分の強化を図りながら、 

坂ダッシュや負荷走などで動きの感覚をつかむ。 

競歩ブロックは元旦競歩で U20 神戸の標準記録突破を目指す。 

5 強化期Ⅱ 

２月１週 

▼ 

２月４週 

量＞質 ２月 U20 神戸競歩 

年間を通じて一番気温が低くなるこの時期は特に集中力の維持に気を配りつつ、 

体力の向上に努める。疲労感を感じやすい時期であり、負荷の高いトレーニング 

は控え、強度も抑える。偏りのないバランスのとれたトレーニングを行う。 

競歩ブロックは U20 神戸に向けて、最高のコンディションを整える。 

6 強化期Ⅲ 

３月１週 

▼ 

３月４週 

量≧質 
３月全日本競歩 

(能美) 

各種目につながるコントロールテストなどを実施し、データを参考に冬季練習の 

成果を確認する。春を前に気候も良くなってくるが、焦りは禁物。 

この時期を移行期ととらえず、専門＆技術的な要素を加えながら走る感覚を 

養うことで、その後のスムーズな流れにつなげる。タイムトライアルも実施する。 



 

 

 

7 試合移行期 

４月１週 

▼ 

５月２週 

量＜質 

４月県記録会 

４月横浜市民選 

５月地区総体 

競技会に向けて心身ともにフレッシュな感覚を取り戻すことに注意を払いながら、 

実践的なトレーニングを開始する。走る(投げる)感覚を研ぎ澄まし、スピードの向上を

図ることで、この時期がポイント体調・疲労感などに注意しつつトレーニングを 

進める。この時期の記録会や大会は、各自の課題を明確化するきっかけの場として 

活用する。新入生はまず学校生活に慣れること。ケガしないように留意する。 

8 試合期Ⅰ 

５月３週 

▼ 

６月３週 

量＜質 

５月県総体 

６月横浜市記録会 

６月関東総体 

インターハイ予選突破を目指し、リハーサル的な位置づけとして参加した大会や 

ポイント練習で確認した課題を修正し、走りの感覚を仕上げていく。 

神奈川県大会、南関東大会で６位以内(競歩は４位以内)を目指し、 

各々の目指す大会に向けてピークを合わせる。 

9 試合期Ⅱ 

６月４週 

▼ 

８月１週 

量＜質 

７月横浜市第一大会 

７月末～８月上旬 

インターハイ 

最大の目標であるインターハイに向け、より精度の高い動きづくりに集中する。 

技術面のほか、精神面、生活面でも本番に向けてイメージトレーニングを行い、 

万全の状態を整える。１、２年生は横浜市第一大会で上位入賞を目指していく。 


