陸上競技部
Ｈ３０年度部員

１年生

男子１１名、女子 ３名 計１４名

２年生 男子 ８名、女子

４名 計１２名

３年生 男子 ４名、女子

２名 計 ６名

主な大会成績
Ｈ３０年度結果
【全国・東海大会実績】
東海高等学校総合体育大会（三重伊勢 ６／１５・１６・１７）
男子棒高跳 出場
女子８００ｍ ６位（全国高校総体出場）
女子１００ｍＨ 出場
全国高等学校総合体育大会（三重伊勢 ８／４）
女子８００ｍ 出場
東海選手権大会（静岡草薙

８／２６）

男子円盤投 ３１位
女子１００ｍＨ 出場
東海高等学校新人陸上競技大会（静岡草薙 １０／２７・２８）
男子円盤投 １９位
男子４００ｍ 出場
女子２００ｍ 準決勝進出
女子１００ｍＨ 準決勝進出
【県大会】
岐阜県高等学校総合体育大会（長良川 ５／１８・１９・２０）
男子棒高跳 ５位
女子８００ｍ １位（３年連続優勝）
女子１００ｍＨ ４位
岐阜県選手権大会（長良川

７／１）

男子円盤投 ８位
女子１００ｍＨ ５位
岐阜県高等学校新人競技大会
（長良川 ９／１５・１６）
男子円盤投 ２位
男子４００ｍ ６位
女子２００ｍ １位
女子１００ｍＨ １位

Ｈ２９年度結果
【全国・東海大会実績】
東海高等学校総合体育大会（長良川 ６／１６・１７）
男子三段跳 出場
女子８００ｍ ２年連続出場
女子走幅跳 ２１位（２年連続出場）
東海選手権大会（長良川 ８／２６）
女子走幅跳 ２３位
東海高等学校新人陸上競技大会
女子８００ｍ ２位
男子円盤投 ２２位
【県大会】
岐阜県高等学校総合体育大会（長良川 ５／１９・２０・２１）
女子８００ｍ １位（２年連続優勝）
女子走幅跳 ４位
岐阜県選手権大会（長良川

７／１）

女子走幅跳 ３位
岐阜県高等学校新人競技大会（長良川 ９／１６・１７）
男子円盤投 ５位
女子８００ｍ １位（２年連続優勝）
女子１００ｍＨ ４位
Ｈ２８年度結果
【全国・東海大会実績】
東海高等学校総合体育大会（長良川 ６／１７・１８・１９）
男子三段跳 出場
女子１００ｍＨ ６位（全国高校総体出場）
女子８００ｍ 出場
女子走幅跳 １５位
全国高等学校総合体育大会（岡山 ８／２）
女子１００ｍＨ 出場（２年連続）
東海選手権大会（長野 ８／２３）
女子１００ｍＨ 出場
日本ジュニア選手権大会（愛知 １０／２１）
女子１００ｍＨ 出場
日本ユース選手権大会（愛知 １０／２２）
女子８００ｍ 出場

【県大会】
岐阜県高等学校総合体育大会（長良川 ５／２０・２１・２２）
男子三段跳 ６位
女子１００ｍＨ １位（大会新記録）
女子１００ｍ ３位
女子８００ｍ １位
女子走幅跳 ２位
岐阜県選手権大会（長良川

７／２・３）

女子１００ｍＨ ２位
女子８００ｍ ２位
女子走幅跳 ５位
岐阜県高等学校新人競技大会（長良川 ９／１７・１８）
女子８００ｍ １位
女子走幅跳 ２位
Ｈ２７年度結果
【全国・東海大会実績】
東海高等学校総合体育大会（静岡 ６／１９・２０・２１）
男子走高跳 出場
男子走幅跳 １６位
男子三段跳 出場
女子１００ｍＨ ５位
女子１００ｍ 準決勝進出
女子２００ｍ 準決勝進出
全国高等学校総合体育大会（和歌山 ８／２）
女子１００ｍＨ 準決勝進出
東海選手権大会（長野 ８／２３）
女子１００ｍＨ 出場
日本ユース選手権大会（愛知 １０／１６）
女子１００ｍＨ 準決勝進出
東海高等学校新人競技大会
男子走高跳 出場
女子１００ｍＨ ２位
女子走幅跳 出場
２０１６日本ジュニア室内大阪大会（大阪 ３／１２）
ジュニア女子６０ｍＨ ５位
【県大会】

岐阜県高等学校総合体育大会（長良川 ５／２２・２３・２４）
男子走高跳 ４位
男子走幅跳 ５位
男子三段跳 ６位
女子１００ｍＨ １位
女子２００ｍ ２位
女子１００ｍ ３位
岐阜県選手権大会（長良川

７／５）

女子１００ｍＨ ２位
岐阜県高等学校新人競技大会（長良川 ９／１２・１３）
男子走高跳 ４位
女子１００ｍＨ ２位
女子２００ｍ ６位
女子走幅跳 ３位
Ｈ２６年度結果
【全国・東海大会実績】
東海高等学校総合体育大会（愛知 ６／２０・２１・２２）
男子走幅跳 ５位
全国高等学校総合体育大会（山梨 ８／１）
男子走幅跳 出場
日本ジュニア選手権大会（愛知 １０／５）
男子走幅跳 出場
国民体育大会（長崎 １０／１９・２０）
少年男子Ａ走幅跳 出場
少年女子Ｂ１００ｍＹＨ ８位
東海高等学校新人選手権大会（静岡 １０／２５・２６）
男子走高跳 出場
女子１００ｍＨ ６位
女子２００ｍ、三段跳 出場
２０１５日本ジュニア室内大阪大会（大阪 ２／７）
女子６０ｍＨ 出場
【県大会】
岐阜県高等学校総合体育大会（長良川 ５／２３・２４・２５）
男子走幅跳 優勝（２年連続）
男子８００ｍ ６位
男子走高跳 ７位

男子４×１００ｍＲ ５位
女子１００ｍＨ ３位
女子４００ｍ ８位
女子４×４００ｍＲ ４位
女子４×１００ｍＲ ５位
岐阜県選手権大会（長良川

６／２８～７／６）

女子１００ｍＹＨ 優勝
女子４００ｍ ７位
岐阜県高等学校新人競技大会（長良川 ９／２０・２１）
男子走高跳 ４位
男子２００ｍ ８位
女子１００ｍＨ ２位
女子２００ｍ ３位
女子三段跳 ４位

