
令和元年度 豊橋南高校陸上競技部成績
（東三決勝進出以上抜粋）R01.09.08 現在

令和元年度愛知県高等学校新人体育大会
陸上競技大会東三河予選会

R01.9/07･08 於：豊橋市陸上競技場
－男子－

４００ｍ 小川 大貴 決勝 ５１”１１ ４位（県大会出場）

４００ｍＨ 小川 大貴 決勝 ５４”９８ ３位（県大会出場）

３０００ｍＳＣ 相場 太智 決勝 １０’２９”５１ ７位（県大会出場）

４×４００ｍＲ 加藤銀時・小川大輝・松山天志・谷飛鳥 決勝 ３’２６”５２ ５位
（県大会出場）

走幅跳 谷 飛鳥 決勝 ６ｍ２２ －２．２ ３位（県大会出場）

トラック ８位 ９点
男子 県大会出場者 ５種目８名（延べ人数）

－女子－
１００ｍ 竹川 綾乃 決勝 １２”５５ －１．１ 優勝（県大会出場）

小林 愛美 決勝 １２”７３ －１．１ ３位（県大会出場）
冨田 遥加 決勝 １３”０８ －１．１ ５位（県大会出場）

２００ｍ 竹川 綾乃 決勝 ２４”９９ ＋１．１ 優勝（県大会出場）（大会新）
中馬 早稀 決勝 ２６”３９ －０．２ ３位（県大会出場）

４００ｍ 土方 涼菜 決勝 １’０１”１４ ５位（県大会出場）
伊藤 麻帆 決勝 １’０３”３３ ７位
川島 実桜 シード（県大会出場）

８００ｍ 長濱 まみ 決勝 ２’２９”０４ ４位（県大会出場）
川島 実桜 シード（県大会出場）

１５００ｍ 榎本 加枝 決勝 ５’０８”７１ ４位（県大会出場）
鈴木 優麻 決勝 ５’１７”９９ ８位

３０００ｍ 白井 花乃 決勝 １０’５１”７１ 優勝（県大会出場）
中川 紗弥 決勝 １０’５９”７９ ４位（県大会出場）
坂部 円香 決勝 １１’０６”９５ ５位（県大会出場）

１００ｍＨ 大島 由夏 決勝 １５”９７ －１．２ ３位（県大会出場）

４００ｍＨ 中西なつ美 決勝 １’１０”２９ ５位（県大会出場）

４×１００ｍＲ 小林愛美・冨田遥佳・中馬早稀・竹川綾乃 決勝 ４８”６８ 優勝
（県大会出場）

予選 ４８”２５（大会新）

４×４００ｍＲ 小林愛美・竹川綾乃・伊藤麻帆・土方涼菜 決勝 ４’０３”８０ 優勝
（県大会出場）

走幅跳 冨田 遥加 決勝 ５ｍ０７ ＋０．５ 優勝（県大会出場）
髙橋 知伽 決勝 ５ｍ０３ －０．８ ２位（県大会出場）
大島 由夏 決勝 ４ｍ７３ －１．４ ５位（県大会出場）

三段跳 髙橋 知伽 決勝 １０ｍ１２ ＋１．３ ２位（県大会出場）

女子総合 優勝 ７７点
トラック 優勝 ５９点
フィールド ３位 １８点
女子 県大会出場者 １２種目２７名（延べ人数）

※ 今回、男女合計で１７種目３５名の者が県大会
に出場出来ました。これもひとえに様々な面で
サポートしていただいた皆様のお陰です。保護



者の方や南高校に選手を送って頂いた中学校顧
問の先生方始めご支援をくださった皆様に感謝
申し上げたいと思います。

豊橋南高校陸上競技部 顧問一同

第６２回東海陸上競技選手権大会
R01.8/24 ～ 8/25 於：三重交通 G ｽﾎﾟｰﾂの杜伊勢陸上競技場

－女子－
２００ｍ 竹川 綾乃 予選 ２５”８１ －１．９ ３位

８００ｍ 川島 実桜 予選 棄権

１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １３”９８ ＋０．９ ２位

４×１００ｍＲ 小林愛美・冨田遥加・中馬早稀・竹川綾乃 予選 失格

４×４００ｍＲ 小林愛美・竹川綾乃・土方涼菜・中西なつ美 予選 ４’０７”８９ ２位

第７２回全国高等学校陸上競技対抗選手権大会
R01.8/04 ～ 8/08 於：ﾀﾋﾟｯｸ県総ひやごんｽﾀｼﾞｱﾑ

－女子－
２００ｍ 竹川 綾乃 予選 ２４”７７ ＋１．４ ３位（東三河記録）

４００ｍ 川島 実桜 予選 ５６”３１ ３位
準決 ５７”１４ ６位

８００ｍ 川島 実桜 予選 ２’１０”５３ １位
準決 ２’０８”８５ ３位（東三河記録）
決勝 ２’１０”２５ ６位

１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １３”８４ －０．３ １位
準決 １４”３３ －３．４ ３位

第２１回東三河高等学校１年生陸上競技大会
兼令和元年度東三河ｼﾞｭﾆｱ陸上競技記録会

R1.7.21 於：豊川市陸上競技場
－男子－

２００ｍ 小川 大貴 決勝 ２２”７９ ＋０．０ 優勝

走高跳 白井 蓮 決勝 １ｍ６５ ３位

－女子－
１００ｍ 冨田 遥加 決勝 １２”８６ －２．７ 優勝

土方 涼菜 決勝 １２”９０ －２．７ ３位
鈴木 捺稀 決勝 １３”５４ －２．７ ４位

２００ｍ 土方 涼菜 決勝 ２６”８８ －０．１ ２位
鈴木 捺稀 決勝 ２７”５３ －０．１ ４位
伊藤 麻帆 決勝 ２７”８９ －０．１ ５位

８００ｍ 中川 紗弥 決勝 ２’２９”３５ ２位

１５００ｍ 榎本 加枝 決勝 ５’０３”２２ 優勝
中川 紗弥 決勝 ５’０４”２１ ２位

走高跳 横内 愛実 決勝 １ｍ４０ ５位

走幅跳 冨田 遥加 決勝 ５ｍ１５ ＋０．６ 優勝
髙橋 知伽 決勝 ４ｍ９９ －０．３ ２位

＜ジュニア記録会・６位以内の記録のみ＞
－男子－
３０００ｍ 相場 太智 ９’０７”８１ ３位

三段跳 谷 飛鳥 １１ｍ１８ ＋１．１ ４位



４×１００ｍＲ 松山天志・谷飛鳥・加藤銀時・小川大貴 決勝 ４４”２８ ６位

４×４００ｍＲ 加藤銀時・小川大貴・松山天志・谷飛鳥 決勝 ３’３１”８５ ５位

－女子－
１００ｍ 竹川 綾乃 １２”３５ －０．６ 優勝

小林 愛美 １２”４６ －０．６ ２位
中馬 早稀 １２”７７ －０．６ ４位

４００ｍ 中西なつ美 １’０３”１１ ５位

３０００ｍ 白井 花乃 １０’４４”４４ 優勝
坂部 円香 １１’０３”９６ ２位

１００ｍＨ 大島 由夏 １６”２７ －０．２ 優勝
西川 知沙 １４”１２ －０．２ オープン

４×１００ｍＲ 小林愛美・冨田遥加・中馬早稀・竹川綾乃 決勝 ４７”９６ 優勝

４×４００ｍＲ 小林愛美・中馬早稀・土方涼菜・中西なつ美 決勝 ４’１４”０８ ３位

第７９回愛知陸上競技選手権大会
・国体選手選考会

R1.7.14･15 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ
－女子－

２００ｍ 竹川 綾乃 予選 ２５”１０ －０．３ ３位
決勝 ２４”８７ ＋０．１ ５位（東海選手権出場･ﾍﾞｽﾄ）

（Ｕ１８日本選手権２００ｍ標準記録突破）
４００ｍ 川島 実桜 予選 棄権

８００ｍ 川島 実桜 予選 ２’１４”９８ ３位
決勝 ２’１０”５６ 優勝（東海選手権出場）

１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １４”３９ －１．５ ２位
決勝 １４”４９ －１．４ ５位（東海選手権出場）

第７９回愛知陸上競技選手権大会リレー競技
兼国体少年Ｂ競技会

R1.6.29･30 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ
－女子－

走幅跳 髙橋 知伽 決勝 ５ｍ０３ ＋１．３ ４位
冨田 遥加 決勝 ５ｍ００ ＋０．７ ５位

４×１００ｍＲ 小林愛美・冨田遥加・中馬早稀・竹川綾乃 予選 ４８”６１ ２位
準決 ４８”４２ ３位
決勝 ４８”７３ ６位

（東海選手権出場）

４×４００ｍＲ 小林愛美・川島実桜・土方涼菜・竹川綾乃 予選 ３’５９”６０ １位
決勝 ４’０５”２６ ７位

（東海選手権出場）

第６６回東海高等学校総合体育大会陸上競技会
R1.6/21･22･23 於：静岡ｽﾀｼﾞｱﾑｴｺﾊﾟ

－男子－
１５００ｍ 柴田 翔太 予選 ４’０９”９９ ５位

決勝 ４’１４”１３ ９位

－女子－
２００ｍ 竹川 綾乃 予選 ２５”５９ －１．１ ２位

準決 ２５”２６ －１．４ ４位
決勝 ２５”０８ －０．８ ６位（全国大会出場）

４００ｍ 川島 実桜 予選 ５６”９３ １位
準決 ５６”６３ １位



決勝 ５６”２５ ２位（全国大会出場）

８００ｍ 川島 実桜 予選 ２’１５”３４ ２位
準決 ２’１４”２７ ３位
決勝 ２’１０”０２ ２位（全国大会出場）

１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １３”９２ ＋０．６ １位
準決 １４”１１ ＋１．３ １位
決勝 １３”８１ －０．５ ３位（全国大会出場 東三河記録）

４×１００ｍＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 予選 ４７”４５ ３位
準決 ４７”６８ ４位
決勝 ４６”９８ ７位

（東三河記録）

４×４００ｍＲ 田中伶奈・川島実桜・松井夢菜・西川知沙 予選 ３’５０”０３ ３位
田中伶奈・川島実桜・松井夢菜・西川知沙 決勝 ３’５５”２９ ７位

女子総合 ５位 １５点
女子トラック４位 １５点

女子 全国大会出場者 ４種目４名（延べ人数）

第３６回東三河陸上競技選手権大会
R1.6/01･02 於：豊橋市陸上競技場

－男子－
４００ｍ 小川 大輝 決勝 ５１”２９ ３位

１５００ｍ 柴田 翔太 決勝 ４’０６”４１ ７位

３０００ｍＳＣ 相場 太智 決勝 １０’２５”１３ ３位

４×４００ｍＲ 竹内靖征・谷飛鳥・松山天志・加藤銀時 決勝 ３’３３”２４ ５位

三段跳 谷 飛鳥 決勝 １１ｍ６０ ＋１．４ ８位

－女子－
１００ｍ 竹川 綾乃 決勝 １２”３４ ＋０．０ 優勝（大会新）

土方 桃菜 決勝 １２”６６ ＋０．０ ４位
小林 愛美 決勝 １２”７０ ＋０．０ ５位

２００ｍ 竹川 綾乃 決勝 ２５”３１ －０．８ 優勝（大会新）
小林 愛美 決勝 ２６”０７ －０．８ ２位
中馬 早稀 決勝 ２６”８９ －０．８ ６位

４００ｍ 田中 伶奈 決勝 １’００”９６ ５位
川島 実桜 決勝 棄権

８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’１１”６７ 優勝（大会新）
坂部 円香 決勝 ２’３７”１３ ６位

１５００ｍ 坂部 円香 決勝 ５’００”５５ ６位
中川 紗弥 決勝 ５’０１”２４ ７位
鈴木 優麻 決勝 ５’０２”２８ １０位

５０００ｍ 山口奈緒子 決勝 １８’４５”２２ 優勝（大会新）

１００ｍＨ 西川 知沙 決勝 １４”５８ －０．７ 優勝
予選 １４”３４ ＋０．１ １位（大会新）

大島 由夏 決勝 １７”６３ －０．７ ５位

４００ｍＨ 大谷 采未 決勝 １’０６”０４ ４位

４×１００ｍＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 決勝 ４７”８２ 優勝
（大会新）

４×４００ｍＲ 土方桃菜・田中伶奈・竹川綾乃・松井夢菜 決勝 ４’０８”８８ 優勝



走幅跳 冨田 遥加 決勝 ５ｍ０８ －０．３ ４位
髙橋 知伽 決勝 ４ｍ７８ ＋０．２ ８位

三段跳 髙橋 知伽 決勝 ９ｍ６０ －０．９ ８位

第７３回愛知県高校総体陸上競技会
R1.5/17･18･19 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ

－男子－
８００ｍ 桑原 陸 予選 棄権（疲労骨折）

１５００ｍ 柴田 翔太 予選 ４’０１”９２ ３位
決勝 ４’０７”００ ５位（東海大会出場）

村田 蒼太 予選 ４’１２”３８ １２位
桑原 陸 予選 棄権（疲労骨折）

４００ｍＨ 小川 翔平 予選 ５６”０２ ２位
準決 ５４”９８ ４位
決勝 ５５”６４ ８位

３０００ｍＳＣ 前田 純 予選 １０’０６”８０ １２位

４×１００ｍＲ 竹内靖征・谷飛鳥・小川大輝・小川翔平 予選 ４３”６７ ７位

走幅跳 谷 飛鳥 決勝 ６ｍ０８ ＋０．１ ３１位

三段跳 谷 飛鳥 決勝 記録無

男子 東海大会出場者 １種目１名（延べ人数）

－女子－
１００ｍ 土方 桃菜 予選 １２”８５ －２．４ ４位

小林 愛美 予選 １３”１３ －３．０ ６位

２００ｍ 竹川 綾乃 予選 ２６”１５ －１．６ ２位
準決 ２５”４５ －２．７ ２位
決勝 ２５”１１ －１．８ ６位（東海大会出場）

西川 知沙 予選 棄権
土方 桃菜 予選 棄権

４００ｍ 川島 実桜 予選 ５８”１７ １位
準決 ５６”８２ ２位
決勝 ５６”６９ ４位（東海大会出場）

田中 伶奈 予選 １’０１”２６ ６位

８００ｍ 川島 実桜 予選 ２’１９”５９ １位
準決 ２’１８”１４ ３位
決勝 ２’１４”９９ ３位（東海大会出場）

松井 夢菜 予選 敗退
朝倉明日美 予選 敗退

１５００ｍ 山口奈緒子 予選 ４’４６”１１ ５位

３０００ｍ 山口奈緒子 決勝 １０’２６”４５ １７位

１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １４”０９ ＋０．８ １位
準決 １３”９４ －０．１ １位
決勝 １４”０９ －２．８ 優勝（東海大会出場）

大谷 采未 予選 １５”８４ －０．３ ５位

４００ｍＨ 大谷 采未 予選 １’０７”４３ ３位
準決 １’０５”５４ ７位

４×１００ｍＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 予選 ４７”７５ １位
準決 ４７”７９ ３位
決勝 ４７”５９ ５位

（東海大会出場）

４×４００ｍＲ 田中伶奈・川島実桜・松井夢菜・西川知沙 予選 ３’５４”７１ １位



土方桃菜・川島実桜・田中伶奈・西川知沙 決勝 ３’５４”９９ ４位
（東海大会出場）

走高跳 東 歩実 決勝 １ｍ５０ ２０位

女子総合 ６位 １９点
女子 東海大会出場者 ６種目１２名（延べ人数）

第７３回県高校総体東三河地区予選会兼
東三河高校対抗陸上競技大会

H31.4/27･28･29 於：豊橋市陸上競技場
－男子－

８００ｍ 桑原 陸 決勝 １’５８”１７ ２位（県大会出場）

１５００ｍ 桑原 陸 決勝 ４’０７”７５ ２位（県大会出場）
柴田 翔太 決勝 ４’０８”８２ ３位（県大会出場）
村田 蒼太 決勝 ４’１７”１８ ７位（県大会出場）

４００ｍＨ 小川 翔平 決勝 ５６”３０ ４位（県大会出場）

３０００ｍＳＣ 前田 純 決勝 ９’５７”１８ ４位（県大会出場）

４×１００ｍＲ 竹内靖征・谷飛鳥・小川大輝・小川翔平 決勝 ４４”１６ ６位
（県大会出場）

走幅跳 谷 飛鳥 決勝 ６ｍ０９ ６位（県大会出場）

三段跳 谷 飛鳥 決勝 １２ｍ３１ －２．１ ６位（県大会出場）

男子総合 ７位 ２３点
トラック ４位 ２１点
フィールド ２点
男子 県大会出場者 ７種目１２名（延べ人数）

－女子－
１００ｍ 土方 桃菜 決勝 １２”７７ －２．７ 優勝（県大会出場）

小林 愛美 決勝 １２”９１ －２．７ ３位（県大会出場）

２００ｍ 竹川 綾乃 決勝 ２５”２７ ＋１．５ 優勝（県大会出場）
西川 知沙 決勝 ２５”６５ ＋１．５ ２位（県大会出場）
土方 桃菜 決勝 ２５”８１ ＋１．５ ５位（県大会出場）

４００ｍ 川島 実桜 決勝 １’００”１６ 優勝（県大会出場）
田中 伶奈 決勝 １’０３”１０ ５位（県大会出場）

８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’１５”９４ 優勝（県大会出場）
松井 夢菜 決勝 ２’２４”６３ ６位（県大会出場）
朝倉明日美 決勝 ２’２４”７８ ７位（県大会出場）

１５００ｍ 山口奈緒子 決勝 ４’５６”５４ ２位（県大会出場）
鈴木 優麻 決勝 ５’２２”７６ １１位

３０００ｍ 山口奈緒子 決勝 １０’２３”０５ ３位（県大会出場）
坂部 円香 決勝 １０’５０”１０ ７位

１００ｍＨ 西川 知沙 決勝 １４”０４ ＋２．９ 優勝（県大会出場）
大谷 采未 決勝 １５”８０ ＋２．９ ５位（県大会出場）

４００ｍＨ 大谷 采未 決勝 １’０６”８３ ３位（県大会出場）

４×１００ｍＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 決勝 ４８”３１ 優勝
（県大会出場）

４×４００ｍＲ 田中伶奈・川島実桜・松井夢菜・西川知沙 決勝 ３’５７”１０ 優勝
（県大会出場）

走高跳 東 歩実 決勝 １ｍ４５ ６位（県大会出場）



走幅跳 髙橋 知伽 決勝 ４ｍ８７ －０．４ ８位

女子総合 ２位 ７３．５点
トラック 優勝 ７３ 点
フィールド ０．５点
女子 県大会出場者 １２種目２４名（延べ人数）

※ 今回、男女合計で１９種目３６名の者が県大会
に出場出来ました。これもひとえに様々な面で
サポートしていただいた皆様のお陰です。保護
者の方や南高校に選手を送って頂いた中学校顧
問の先生方始めご支援をくださった皆様に感謝
申し上げたいと思います。

豊橋南高校陸上競技部 顧問一同

第７４回国民体育大会選手選考春季選抜競技大会
H31.4.20･21 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ

－男子－
少年Ａ４００ｍＨ 小川 翔平 予選 ５６”６５ ４位

決勝 棄権

－女子－
少女Ａ１００ｍ 竹川 綾乃 予選 １２”４４ －０．７ ３位

決勝 棄権
土方 桃菜 予選 １２”５９ ＋２．１ ２位
小林 愛美 予選 １２”９０ －０．４ ７位
西川 知沙 予選 棄権

少女Ａ４００ｍ 川島 実桜 予選 ５７”０９ ２位
決勝 ５６”９１ 優勝Ｕ１８日本選手権８００ｍ標準記録突破

田中 怜奈 予選 ６０”８４ ２位
米山 蓮菜 予選 ６４”１１ ６位

少女Ａ１００ｍＨ 西川 知沙 予選 １４”５５ －１．９ １位
決勝 １５”０５ ＋０．３ ４位

大谷 采未 予選 １６”６７ －１．９ ４位
大島 由夏 決勝 棄権

少女共８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’１３”０２ ２位Ｕ１８日本選手権８００ｍ標準記録突破

少女共４００ｍＨ 大谷 采未 予選 ６６”７３ ３位
決勝 ６７”４０ ６位

少女Ｂ１００ｍ 土方 涼菜 予選 １３”５１ ＋０．６ ６位

少女Ｂ走幅跳 髙橋 知伽 決勝 ４ｍ９７ －０．１ ５位

４×１００ＭＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 決勝 ４８”３４ ４位

第４５回豊橋リレーカーニバル大会
H31.4.6･7 於：豊橋市陸上競技場

－男子－
４×１００ＭＲ 竹内靖征・谷飛鳥・加藤銀時・小川翔平 決勝 ４５”０４ ７位

４×４００ＭＲ 加藤銀時・谷飛鳥・桑原陸・小川翔平 決勝 ３’３０”００ ６位

－女子－
４×１００ＭＲ 小林愛美・土方桃菜・西川知沙・竹川綾乃 決勝 ４９”３４ 優勝

中馬早希・大島由夏・米山蓮永・川島実桜 決勝 ５３”１５ ６位

４×４００ＭＲ 大谷采未・川島実桜・田中伶奈・西川知沙 決勝 ４’０２”５１ 優勝

土方桃菜・松井夢菜・米山蓮永・朝倉明日美 決勝 ４’１１”８４ ２位


