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今年の夏，高校生・中学生・小学生の全国大会で，三重県のジュニアアスリートたちが大活躍をして

くれました。特に，中学生・小学生の短距離種目での活躍が数多くみられ，これからの三重県の陸上界

にとって，明るい希望の光となりました。

５種目６名が入賞！☆☆☆☆大阪インターハイ
第５９回大阪インターハイは８月２日(水)～６日(日)に，大阪府長居陸上競技場で行われ，藪根ゆい

選手(近大高専)の２位をはじめ，跳躍・投擲種目で５種目６名の選手が入賞する，大健闘をしてくれま

した。

大阪インターハイ 入賞者
２位 女子 走高跳 藪根 ゆい （近大高専） １ｍ７４

３位 女子 走幅跳 遠藤 桃子 （桑 名） ５ｍ９０ ( )0
男子 三段跳 山本 格 (宇治山田商) １４ｍ９９ ( )+0.1

５位 男子 砲丸投 山本 雄紀 （伊 勢 工） １５ｍ５７

６位 男子 円盤投 大山 祐史 （伊 勢 工） ４９ｍ７６

７位 男子 円盤投 小野 真弘 （ 津 ） ４８ｍ７５

成徳中 女子４００ｍＲ ２連覇！☆☆☆☆全日中
第３３回全日本中学校陸上競技選手権大会が８月１９日(土)～２１日(月)に，香川県立丸亀競技場で

行われ，成徳中学校が女子４×１００ｍＲで史上２校目となる２連覇の偉業を達成しました。また，予

選では４８秒台に迫る４９秒０２の三重県中学新記録を樹立，決勝でも安定したバトンパスで他校を圧

倒するなど，チャンピオンとしての実力を全国にしめしてくれました。

また，成徳中学校の優勝以外にも，５種目で７名の選手が入賞し，四国の地で三重県の中学生が大活

躍をしてくれました。

全日中香川大会 入賞者
優勝 女子４×１００ｍＲ 成徳（西田亜貴・愛敬麻矢・西田佳世・加藤里奈）

４９秒１０ ☆ 予選で４９秒０２の三重県中学校新記録を樹立

２位 女子 １００ｍＨ 中川 綾菜 （伊勢港） １４秒３２( )+1.2
３位 女子 ２００ｍ 愛敬 麻矢 （成 徳） ２５秒１５( )☆県中学新+1.4
４位 男子 ２００ｍ 内山 翔太 （尾 鷲） ２２秒４７( )+1.6

男子 走幅跳 楠川 祥生 （厚 生） ６ｍ７１ ( )+1.7
５位 女子 砲丸投 仰 梨江 （文 岡） １３ｍ７３

６位 女子 ２００ｍ 世古 和 （五十鈴） ２５秒４１( )+1.4

2006年 夏の全国大会
三重県のジュニアたちが大活躍！



！☆☆☆☆全国小学生 ４種目で入賞
第２２回全国小学生陸上競技交流大会が８月２６日(土)，東京国立競技場で行われました。６年男子

１００ｍで池村優介(みどり町スポーツ少年団)くんが２位に入賞したのをはじめ，４人が入賞し，高校

生・中学生に続いて，夏休み最後に小学生も大活躍してくれました。

全国小学生 入賞者
２位 男子６年１００ｍ 池村 優介 （ ）１２秒４３( )みどり町スポーツ少年団 +1.4
４位 男子５年１００ｍ 田中 翔真 （美杉陸上クラブ） １３秒４７( )+0.5
７位 女子 走高跳 東海 里香 （南勢ＡＣ） １ｍ３０

８位 男子 ８０ｍＨ 岩田 大輝 （一志Ｂｅａｓｔ） １２秒９９( )+0.4

第２８回東海中学校総合体育大会陸上競技大会が，８月８日(火)に県営陸上競技場で行われました。

台風が接近し暴風警報が発令される中にもかかわらず，６つの大会新記録が生まれるなど大成功をおさ

めました。三重県勢は７種目に優勝，大会新記録も３種目で記録するなどの，好成績をおさめました。

このことは，悪天候の中競技役員を務めていただいた，三重陸上競技協会の方々のご尽力があっての

ことと思われます。この場をかりてお礼申し上げます。

東海中学 優勝者
男子 ２年 １００ｍ 浦井 駿吾 （度 会） １１秒３７( )-0.1
男子 共通 ２００ｍ 内山 翔太 （尾 鷲） ２２秒５５( )+0.9
男子 共通 １１０ｍＨ 日置 雄斗 （一 志） １４秒６３( )+1.1
女子 ２年 １００ｍ 小泉 愛 （小 俣） １２秒６９( )+0.2
女子 共通 １００ｍ 加藤 里奈 （成 徳） １２秒５０( )+0.3
女子 共通 ４×１００ｍＲ 成徳 ４９秒６３

（西田亜貴・愛敬麻矢・西田佳世・加藤里奈）

女子 共通 砲丸投 仰 梨江 （文 岡） １３ｍ７７

三重県選手の大会新記録☆
女子 ２年 １００ｍ 小泉 愛 （小 俣） １２秒４８( )予選+1.5
女子 共通 ２００ｍ 愛敬 麻矢 （成 徳） ２５秒４３( )予選+1.5
女子 共通 １００ｍＨ 中川 綾菜 （伊勢港） １４秒５１( )予選+1.2

第４９回東海陸上競技選手権大会優勝者
月 日(土)･ 日(日) 瑞穂陸上競技場8 26 27

男子 ５０００ｍ 市之瀬 進（八千代工業） １４分４４秒８４

男子 棒高跳 安田 覚（県教員クラブ） ５ｍ２０

男子 砲丸投 南 幸裕（国士舘大） １５ｍ１１

男子 円盤投 藤原 潤（八千代工業） ５０ｍ１４

男子 ハンマー投 久保 幸弘（県教員クラブ） ６１ｍ１６

女子 走高跳 貞廣 千波（三重陸協） １ｍ７０

東海中学 ７種目で優勝！


