
活動内容

①時間：シーズン期　平日　朝７：２０～８：１０　放課後１６：３５～１８：１５（週２日１８：５０）　　土曜　８：４５～　　

　　　　　オフシーズン期　平日　朝７：２０～８：１０　放課後１６：２０～１８：１５　土曜　７：３０～　　*木曜午後,日曜は原則休み

②場所：五十公野陸上競技場、校内、他

③主な内容 （１）W-up：ペース走、筋力トレーニングなど　　（２）各種目の練習

◇春季新潟下越佐渡地区（新潟市）　令和元年５月６日～８日　　

・男子棒高跳　優勝 櫻井隆樹(2) 4m10

・男子ハンマー投　３位 髙橋涼真(3) 49m45=PB(自己ベスト)

・男子８種競技　３位 木村綾人(2) 4302点=学校新

・男子ハンマー投　４位 須貝寿輝(3) 49m37

・男子８種競技　４位 若月静哉(2) 3958点

・男子１００ｍ　５位 二階堂陸(3) 11秒56

・男子４×１００ｍＲ　６位 長谷川尊人(3)-二階堂陸(3)-相馬翔(2)-櫻井隆樹(2) 43秒83

・男子３０００ｍSC　７位 佐々木丈太朗(2) 10分22秒17＝PB

・男子走高跳　８位 田中楓(2) 1m85

・女子ハンマー投　２位 坂井暉(3) 40m00

・女子走高跳　５位 髙橋真子(3) 1m50

・女子円盤投　７位 坂井暉(3) 25m66

・女子７種競技　８位 富樫美心(2) 2947点

※男子総合８位　 ３７種目エントリー　　PB１０種目　県総体２７種目

◇県総体（デンカビッグスワンスタジアム）　令和元年５月２５日～２８日

・男子ハンマー投　３位 須貝寿輝(3) 52m94=PB

・男子棒高跳　４位 櫻井隆樹(2) 4m30

・男子ハンマー投　６位 髙橋涼真(3) 47m82

・男子２００ｍ　７位 二階堂陸(3) 22秒22=PB

・男子８種競技　８位 若月静哉(2) 4480点=学校新,PB

・女子ハンマー投　３位 坂井暉(3) 42m96

※６位までが北信越大会出場

合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子

1年生 2年生 3年生

中長距離 投擲 マネージャー

13 4 14 2 7 3 43
短距離・ハードル・跳躍

女子

22 5 9 0 3 2 2
男子 女子 男子 女子 男子 女子

予選、準決勝、決勝と3本
連続自己ベスト更新で7
位の二階堂

8種競技、全種目自己ベ
スト、“覚醒”した若月

2年連続入賞
の坂井

ダブル入賞の3位須
貝(左)と6位髙橋

走り、技術とも着実にレベルアップを
している4位入賞の櫻井



◇北信越総体（松本平広域公園陸上競技場）　令和元年６月１３日～１５日

・男子ハンマー投　５位 須貝寿輝(3) 54m26=PB 沖縄インターハイ出場

・男子ハンマー投　１４位 髙橋涼真(3) 46m04

・男子棒高跳　 櫻井隆樹(2) 記録なし

・女子ハンマー投　８位 坂井暉(3) 41m19

◇県陸上競技選手権一次予選会（長岡市）　令和元年６月２２日

・男子１００ｍ  予選 二階堂陸(3) 10秒95=学校新,PB

◇１年生大会（柏崎市）　令和元年７月６日　

・男子走高跳　４位 小柳裕貴(1) 1m80

・男子走幅跳　８位 佐藤亘(1) 6m04

・女子ハンマー投　２位 岩城雛乃(1) 25m98

◇県陸上競技選手権（新潟市）　令和元年７月１３日～１５日　

・高校男子ハンマー投　３位 須貝寿輝(3) 54m25

・男子１０種競技　４位 木村綾人(2) 4691点

・少年男子共通１１０ｍＪＨ　４位 木村綾人(2) 14秒82w

・男子１０種競技　５位 若月静哉(2) 4476点

・高校男子ハンマー投　５位 髙橋涼真(3) 47m57

・男子棒高跳　６位 櫻井隆樹(2) 4m20

・少年男子共通１１０ｍＪＨ　７位 若月静哉(2) 16秒25w

・女子ハンマー投　４位 坂井暉(3) 38m74

・女子走高跳　６位 髙橋真子(3) 1m50

◇全国総体（沖縄・タピック県総ひやごんスタジアム）　令和元年８月４日

・男子ハンマー投予選１組９位須貝寿輝(3) ５５ｍ３９＝PB

短距離朝練習　　　補強１０種目（左・中）、鉄棒（右）

長距離　朝練習

初めての全国大会で
堂々の自己ベストを
更新。県勢でも最上
位の成績を残す。

6投目、会心の一投。自己
ベストを更新してインターハ
イ出場を決めた須貝。

ベストには及ばぬも8位
入賞の坂井



２０１９夏休みスケジュール

7:30-8:30

長距離

短距離・跳躍・投擲

◇長距離合宿（魚沼市）　令和元年７月２８日～３０日　

夏休みの練習

◇国体予選（高田公園）　８月１７日　

・少年男子Ａハンマー投　優勝 須貝寿輝(3) 57m55=PB ※茨城国体内定！！

・少年男子Ａハンマー投　４位 髙橋涼真(3) 48m65

・少年男子Ａ棒高跳　４位 櫻井隆樹(2) 4m20

◇秋季新潟下越佐渡地区（五十公野）　９月６日～７日　

・男子８種競技　優勝 木村綾人(2) 4681点=学校新,PB

・男子走幅跳　２位 相馬翔(2) 6m85  公認6m76=PB

・男子８種競技　３位 若月静哉(2) 4324点

・男子走高跳　３位 田中楓(2) 1m85

・男子３０００ｍSC　４位 佐々木丈太朗(2) 10分09秒53=PB

・男子三段跳　４位 相馬翔(2) 13m09　公認12m25

・男子４×４００ｍＲ　６位 齋藤輝(1)-相馬翔(2)-櫻井隆樹(2)-佐藤龍(2) 3分32秒53

・男子４×１００ｍＲ　７位 櫻井隆樹(2)-相馬翔(2)-木村綾人(2)-佐藤亘(1) 44秒77

・男子ハンマー投　７位 五十嵐紀人(1)　24m89

・男子５０００ｍ　８位 相馬拓人(2) 16分32秒15

・男子走高跳　８位 小柳裕貴(1) 1m80

・女子ハンマー投　優勝 岩城雛乃(1) 35m63=PB

・女子三段跳　２位 富樫美心(2) 10m40=学校新,PB

・女子７種競技　３位 富樫美心(2) 3215点=PB

・女子走幅跳　４位 樋口采希(2) 4m99

・女子砲丸投　４位 岩城雛乃(1) 8m88=PB

・女子走幅跳　７位 松田月渚(1) 4m90

※男子総合６位　女子総合８位　３７種目エントリー　PB２４種目　県選抜２３種目

おんぶ 立幅跳

走ドリル＋ペース走

トンネルを利用してのペース走 山頂目指して、ダッシュ＆ウォーク

ペース変化走 補強

朝練

朝練

15:30-18:00

学習8:50-9:50 練習昼食･自習

10:00-12:00

移動

相馬翔

富樫美



◇県選抜（長岡市）　９月２１日～２２日

・男子走高跳　優勝 田中楓(2) 1m95=学校タイ,PB

・男子棒高跳　２位 櫻井隆樹(2) 4m40=PB

・男子走幅跳　５位 相馬翔(2) 6m47

・男子８種競技　５位 木村綾人(2) 4664点

・男子８種競技　７位 若月静哉(2) 4452点

・女子ハンマー投　２位 岩城雛乃(1) 35m06

・女子走幅跳　３位 樋口采希(2) 5m37=PB

・女子砲丸投　６位 岩城雛乃(1) 8m61

・女子７種競技　６位 富樫美心(2) 3269点=PB

・女子三段跳　８位 富樫美心(2) 10m42=学校新,PB

※３７種目エントリー　PB１０種目　５位までが北信越新人出場

◇いきいき茨城ゆめ国体（ひたちなか市・笠松運動公園陸上競技場）１０月４日～８日

・少年男子Ａハンマー投　１４位 須貝寿輝(3) 56m32

◇北信越新人（新潟市）１０月２５日～２７日

・男子８種競技　２位 木村綾人(2) 4831点=学校新,PB

・男子棒高跳　５位 櫻井隆樹(2) 4m20

・男子走高跳　６位 田中楓(2) 1m85

・男子走幅跳　１２位 相馬翔(2) 6m44

・女子ハンマー投　１１位 岩城雛乃(1) 30m17

・女子走幅跳　１３位 樋口采希(2) 5m11

◇県駅伝（弥彦）　１０月３１日

・男子 １６位 ２時間２７分０８秒

１区 10km 佐々木丈太朗(2) 34分28秒 区間14位

２区 3km 皆川光星(2) 　9分48秒 区間12位

３区 8.1075km 相馬拓人(2) 28分39秒 区間21位

４区 8.0875km 佐々木千優(2) 28分36秒 区間15位

５区 3km 和田征己(3) 10分27秒 区間15位

６区 5km 長谷川侑祐(1) 17分21秒 区間13位

７区 5km 桐生吏都輝(1) 17分49秒 区間18位

42.195km

長谷川 桐生佐々木丈 皆川 相馬 佐々木千 和田

田中

樋口

木村


