
令和２年度 豊橋南高校陸上競技部成績
（東三決勝進出以上抜粋）R02.10.02 現在

第104回日本陸上競技選手権大会
R2.10.1･2･3 於：ﾃﾞﾝｶﾋﾞｯｸﾞｽﾜﾝｽﾀｼﾞｱﾑ

８００ｍ 川島 実桜 予選 ２組 ３位 ２’０８”８９

令和２年度愛知県高等学校新人体育大会
R02.9/26･27 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ

－男子－
１００ｍ 清田虎太朗 予選 １１”３０ ＋１．２ ６位

２００ｍ 清田虎太朗 予選 ２２”４０ ＋０．８ ３位

４００ｍ 小川 大輝 決勝 ４９”０５ ２位（東海大会出場）

１１０ｍＨ 大谷 高史 予選 １６”２２ ＋０．９ ３位

４×１００ｍＲ 田中瑛一・清田虎太朗・清田竜之介・小川大輝決勝 ４４”０３ 20位

４×４００ｍＲ 田中瑛一・清田虎太朗・清田竜之介・小川大輝決勝 ３’２６”４２ ６位
（東海大会出場）

走幅跳 田中 瑛一 決勝 ７ｍ０３ ＋１．３ ３位（東海大会出場）

男子総合 １２位 １０点
トラック １４位 ６点
フィールド １１位 ４点
男子 東海大会出場者 ３種目６名（延べ人数）

－女子－
１００ｍ 冨田 遥加 予選 １２”７４ ＋０．１ ５位

２００ｍ 鈴木 捺稀 予選 ２７”２４ －０．２ ７位

４００ｍ 伊藤 麻帆 予選 １’００”７７ ４位
土方 涼菜 予選 ＤＮＳ

８００ｍ 相場 茉奈 決勝 ２”１８”９６ ４位（東海大会出場）

１５００ｍ 中川 紗弥 決勝 ４’４９”１０ 10位

３０００ｍ 中川 紗弥 決勝 １０’２１”２５ 11位

１００ｍＨ 佐野萌々春 予選 １６”８２ －１．０ ６位

４×１００ｍＲ 土方涼菜・冨田遥加・伊藤麻帆・鈴木捺稀 決勝 ５０”０７ 11位

４×４００ｍＲ 伊藤麻帆・土方涼菜・冨田遥加・鈴木捺稀 決勝 ３’５９”０９ ４位
（東海大会出場）

走幅跳 冨田 遥加 決勝 ４ｍ９７ ＋０．５ ９位
髙橋 知伽 決勝 ＮＭ

三段跳 髙橋 知伽 決勝 １０ｍ４８ ＋０．９ 10位

女子総合 １４位 ６点
トラック １０位 ６点
女子 県大会出場者 ２種目５名（延べ人数）

令和２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

R02.9/05･06 於：豊橋市陸上競技場
－男子－

１００ｍ 清田虎太朗 決勝 １１”３５ －０．９ ４位（県大会出場）



２００ｍ 清田虎太朗 決勝 ２３”２０ －３．８ ５位（県大会出場）

４００ｍ 小川 大輝 決勝 ４８”５６ 優勝（県大会出場 大会新）

１１０ｍＨ 大谷 高史 決勝 １６”７６ ２位（県大会出場）

４００ｍＨ 小川 大輝 決勝 ＤＮＦ
予選 ５４”１４ １位（大会新）

４×１００ｍＲ 田中瑛一・清田虎太朗・清田竜之介・小川大輝決勝 ４４”１４ ５位
（県大会出場）

４×４００ｍＲ 田中瑛一・清田虎太朗・清田竜之介・小川大輝決勝 ３’２８”７７ ４位
（県大会出場）

走高跳 白井 連 決勝 １ｍ７０ ７位

走幅跳 田中 瑛一 決勝 ６ｍ８３ ＋１．７ 優勝（県大会出場）

三段跳 伊藤 龍音 決勝 １０ｍ８４ ＋０．２ ８位

男子総合 ５位 ２７点
トラック ５位 ２１点
フィールド ６位 ６点
男子 県大会出場者 ７種目１３名（延べ人数）

－女子－
１００ｍ 冨田 遥加 決勝 １２”９０ －１．３ ２位（県大会出場）

２００ｍ 鈴木 捺稀 決勝 ２６”８１ －１．６ ４位

４００ｍ 伊藤 麻帆 決勝 １’０１”３２ ２位（県大会出場）
土方 涼菜 決勝 １’０１”４１ ３位（県大会出場）

８００ｍ 相場 茉奈 決勝 ２”１８”３６ 優勝（県大会出場）
大谷ナタリ 決勝 ２”３７”５４ ７位
長濱 まみ 決勝 ２’４２”２８ ８位

１５００ｍ 中川 紗弥 決勝 ４’４７”８０ 優勝（県大会出場）

３０００ｍ 中川 紗弥 決勝 １０’２０”９６ ２位（県大会出場）

１００ｍＨ 佐野萌々春 決勝 １７”２０ －３．０ ６位（県大会出場）

４×１００ｍＲ 土方涼菜・冨田遥加・伊藤麻帆・鈴木捺稀 決勝 ４９”４３ ２位
（県大会出場）

４×４００ｍＲ 伊藤麻帆・土方涼菜・冨田遥加・鈴木捺稀 決勝 ４’０４”４８ 優勝
（県大会出場）

走高跳 横内 愛美 決勝 １ｍ３５ ７位（県大会出場）

走幅跳 髙橋 知伽 決勝 ５ｍ０９ －０．９ 優勝（県大会出場）
冨田 遥加 決勝 ５ｍ０６ －０．４ ２位（県大会出場）

三段跳 髙橋 知伽 決勝 １０ｍ３７ ＋１．５ 優勝（県大会出場）

女子総合 ３位 ６３点
トラック ２位 ４６点
フィールド ４位 １７点
女子 県大会出場者 １１種目１９名（延べ人数）

※ 今回、男女合計で１８種目３２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５０回北陸実業団陸上競技選手権大会
R2.9.05 於：富山県総合運動公園陸上競技場

８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’０９”１２ ４位

セイコーゴールデングランプリ陸上2020東京
R2.7.23 於：国立競技場

８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’０８”０９ ４位（日本選手権標準突破）

令和２年度愛知県高等学校
東三河支部学年別陸上競技大会

R2.7.23 於：豊橋市陸上競技場
－男子－
２年４００ｍ 小川 大貴 決勝 ４９”２６ 優勝

２年走高跳 白井 蓮 決勝 １ｍ４０ ４位

２年三段跳 伊藤 龍音 決勝 １０ｍ６１ ＋０．３ ４位

－女子－
３年 1００ｍ 中馬 早稀 決勝 １２”９４ －０．６ ２位

３年２００ｍ 竹川 綾乃 決勝 ２５”６８ ＋１．０ 優勝

３年４００ｍ 川島 実桜 決勝 ５６”９９ 優勝

３年１００ｍＨ 大島 由夏 決勝 １５”３７ ＋１．３ 優勝

２年１００ｍ 冨田 遥加 決勝 １２”８６ ＋１．２ 優勝
鈴木 捺稀 決勝 １３”１１ ＋１．２ ４位

２年４００ｍ 土方 涼菜 決勝 ６０”２８ ２位
伊藤 麻帆 決勝 ６１”８３ ３位

２年１５００ｍ 中川 紗弥 決勝 ４’５５”９２ ４位

２年走高跳 横内 愛実 決勝 １ｍ３５ ３位

２年三段跳 髙橋 知伽 決勝 １０ｍ４０ ＋１．８ 優勝

第８０回愛知陸上競技選手権大会
R2.7.18･19 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ

－男子－
走幅跳 田中 瑛一 決勝 記録無

－女子－
８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’０９”７３ ２位（東海選手権出場）

第８０回愛知陸上競技選手権大会リレー競技
国体選考競技会・ジュニア記録会

R2.7.04･05 於：ﾊﾟﾛﾏ瑞穂ｽﾀｼﾞｱﾑ
－男子－
少年Ａ３００ｍ 小川 大輝 決勝 ３５”３２ ５位

少年Ａ３００ｍＨ 小川 大輝 決勝 ３９”１６ ３位

少年Ｂ１００ｍ 清田虎太朗 決勝 １１”５９ －１．５ 10位

少年Ｂ走幅跳 田中 瑛一 決勝 ６ｍ７１ ＋１．３ 優勝



－女子－
少年Ａ３００ｍ 土方 涼菜 決勝 ４４”２５ ５位

少年Ｂ８００ｍ 相場 茉奈 決勝 ２”２２”２２ ２位

少年Ｂ１００ｍＨ 佐野萌々春 決勝 １６”６８ －１．７ 11位

高校８００ｍ 川島 実桜 決勝 ２’０８”５３ 優勝

高校１００ｍＨ 大島 由夏 決勝 １５”４５ ＋０．２ ５位

高校走幅跳 冨田 遥加 決勝 ４ｍ９２ ＋２．０ ６位

４×１００ｍＲ 土方涼菜・冨田遥加・鈴木捺稀・伊藤麻帆 決勝 ５０”１３ ９位

４×４００ｍＲ 伊藤麻帆・土方涼菜・冨田遥加・鈴木捺稀 決勝 ４’０２”５５ ７位
（東海選手権出場）


