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第９１回日本陸上競技選手権大会混成競技が，６月２３日(土)・２４日(日)に三重県

営陸上競技場で開催されました。また，同時に第２３回日本ジュニア陸上競技選手権大

会混成競技も行われました。

１日目は晴天に恵まれたものの，２日目は１日中雨が降るコンディションの中，自己

記録を更新する選手もみられ，三重県出身の早川杏沙（中京大学，桑名高校出身)選手も

３位に入賞する健闘をみせてくれるなど，大会を成功させることができました。優勝者

には，この大会を足がかりに８月の世界選手権で活躍してくれることを期待します。

最後になりましたが，関係の皆様方のご支援・ご協力をいただきありがとうございま

した。この場をかりてお礼申し上げます。

三重県選手の結果

七種競技

早川 杏沙（中京大学：桑名高校出身) ５０５４点 ３位

＜ ( )－ － － － ( )－ － ＞14.16 +1.7 1m55 9m53 26.05 5m79 0.0 33m22 2.21.44

十種競技

前田 剛(国際武道大学：名張桔梗丘高校出身) ６４９３点 １１位

＜ ( )－ ( )－ － － －11.17 +0.5 6m60 +1.0 10m07 1m80 51.32

( )－ － － － ＞15.02 +0.8 29m99 4m30 44m59 5.00.58

日本学生選手権 早川選手二冠(女子走幅跳・七種競技)

～女子七種競技では三重県新記録(５１２６点)を樹立～

６月８日(金)～ 日(日)に国立競技場で行われた第 回日本学生陸上競技選手権10 76

大会において，桑名高校出身の早川杏沙(中京大学)選手が，走幅跳と七種競技の２種

目で優勝しました。また，七種競技では５１２６点の三重県新記録を樹立しました。

☆七種競技 三重県新記録 ５１２６点

＜ ( )－ － － ( )－ ( )－ － ＞14.38 -1.4 1m55 9m96 25.69 -1.4 5m90 +0.1 33m84 2.21.51

中学女子四種競技三重県中学新記録

～中村祐子(一志中学校)選手が２６５２点～

６月１６日(土)，県営陸上競技場で開催された，第５３回全日本中学校通信陸上競

技四種競技三重大会で，一志中学校の中村祐子選手が２６５２点の三重県中学校新記

録を樹立しました。

☆四種競技 県中学新記録 ２６５２点＜ ( )－ － － ( )＞14.95 +2.8 1m44 10m46 27.28 +1.1

日本選手権混成競技 開催される！



第５４回東海高等学校総合大会が，６月１５日(金)～１７日(日)の３日間，静岡県

小笠山総合運動公園静岡スタジアム(エコパ)でおこなわれ，三重県の高校生が８種目

に優勝するなど大活躍してくれました。

６位までの入賞者(競歩と混成種目は３位まで)は，８月２日(水)～６日(日)に，佐

賀県で行われる，秩父宮賜杯 第６０回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に出場

します。男女の４×１００ｍリレーで宇治山田商業高校がランキング１位の記録をも

っているなど，本大会での三重県勢の活躍が期待されます。

※ 東海高校総体の三重県勢の６位までの成績は，以下の通りです。

東海高校総体 ８種目で優勝！

【男子】

１００ｍ ４位 中井 一磨(宇治山田商)

４００ｍ ３位 柳本 拓也(三重)

８００ｍ ３位 石井 大介(海星)

５位 水谷 和茂(久居)

１５００ｍ ３位 田中 貴章(稲生)

５位 服部 峰祥(三重)

５０００ｍ ３位 井上 翔太(上野工)

５位 田中 貴章(稲生)

４００ｍＨ １位 柳本 拓也(三重)

ｍ ６位 舘 祐樹(四日市工)3000 SC

Ｗ ３位 位田 武嗣(四日市)5000m

４×１００ｍＲ １位 宇治山田商

走高跳 ３位 衛藤 昴(鈴鹿高専)

牛江 伸介(伊勢工)

棒高跳 ４位 中西 千尋(四日市)

走幅跳 １位 長谷川 悠(宇治山田商)

４位 吉村 宏基(近大高専)

６位 中西 学(津商)

三段跳 ６位 中西 千尋(四日市)

砲丸投 ２位 濱口 誘希(宇治山田商)

４位 小野 真弘(津)

５位 三浦 康(伊勢工)

円盤投 １位 小野 真弘(津)

２位 吉田健太郎(宇治山田商)

６位 伊藤 寿逸(稲生)

ハンマー投 １位 三浦 康(伊勢工)

やり投 ２位 山口 桃太(伊勢工)

【女子】

１００ｍ ３位 世古 和(宇治山田商)

４００ｍ １位 愛敬 世菜(桑名)

５位 愛敬 麻矢(桑名)

４００ｍＨ ４位 辻 弘美(宇治山田)

４×１００ｍＲ １位 宇治山田商

４×４００ｍＲ ５位 桑名

６位 宇治山田商

走幅跳 ５位 森本 詞織(皇學館)

砲丸投 １位 茂山 千尋(宇治山田商)

３位 伊川 綾子(稲生)

４位 和田絵里香(津商)

６位 長田 智栄(宇治山田商)

円盤投 ６位 伊川 綾子(稲生)

やり投 ２位 坂 瞳(稲生)

４位 大西 珠希(伊勢女子)

５位 牧 玲佳(伊勢)

６位 小山菜都子(津商)

学校対校

【男子】

総合 ２位 宇治山田商

フィールド １位 宇治山田商

２位 伊勢工

【女子】

総合の部 ６位 宇治山田商


