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モスクワ世界選手権の代表選考会を兼ねた第 回日本陸上競技選手権大会が６月７日(金)97
～９日(日)の３日間，東京・調布市の味の素スタジアムで開催され，三重県登録選手及び三重

県出身の選手が大活躍しました。その結果，女子マラソンの野口みずき(シスメックス)選手を

含め３名の選手が世界選手権代表に選出されたのをはじめ，６名の選手が国際大会日本代表に

選出されました。

第97回 日本陸上競技選手権大会 入賞者
優勝 男子 ３０００ｍＳＣ 山下 洸 (ＮＴＮ) ８分３３秒５７

女子 ５０００ｍ 尾西 美咲(積水化学) １５分３２秒８９ 出身

☆Ｂ標準突破

２位 男子 ２００ｍ 小林 雄一(ＮＴＮ) ２０秒４６( )+0.9
☆Ａ標準突破 ☆県新

女子 砲丸投( ) 茂山 千尋 (国士舘クラブ) １５ｍ２９ 出身4.0kg
３位 男子 走高跳 衛藤 昂 (筑波大) ２ｍ２０

５位 男子 １００００ｍ 中村 匠吾 (駒澤大) ２８分２７秒７３

女子 走幅跳 井村久美子(ｲﾑﾗｱｽﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ) ６ｍ１０( )-1.0
６位 女子５０００ｍ 石橋 麻衣（デンソー) １５分３９秒４５

７位 男子 棒高跳 田中 僚 (関西学院大) ５ｍ３０

男子 三段跳 笠松 諒(ニューモード) １５ｍ８０( ) 出身+0.1
女子 ３０００ｍＳＣ 亀井久美子 (デンソー) １０分２１秒１６

８位 男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) ８分４７秒６０

男子 円盤投( ) 小野 真弘(筑波大) ５１ｍ０８2.0kg
男子 十種競技 清水 剛士(近大高専) ７０６５点

11.36 -2.9 -7m23 +3.2 -10m93-1m91-49.18-15.64 0 -33.09-4.20-43m13-4.16.52( ) ( ) ( )±

※十種競技は６月１日(土)・２日(日) 長野市で開催

第 回世界陸上競技選手権大会 代表14
年 月 日 (土) ～ 日 (日)：ロシア(モスクワ)2013 8 10 18

☆小林 雄一(ＮＴＮ) ☆尾西 美咲(積水化学) ☆野口みずき(シスメックス)

※尾西選手と野口選手は宇治山田商高出身

第 回アジア陸上競技選手権大会 代表20
年 月 日 (水) ～ 日 (日)：インド(プネー)2013 7 3 7

☆小林 雄一(ＮＴＮ) ☆山下 洸 (ＮＴＮ) ☆衛藤 昂 (筑波大) ☆田中 僚(関西学院大)

第 回東アジア競技大会 代表6
年 月 日 (水) ～ 日 (土)：中国(天津)2013 10 9 12

☆中村 匠吾 (駒澤大) ☆茂山 千尋 (国士舘クラブ)※宇治山田商高出身

３選手が世界選手権代表に！



第 回東海高等学校総合体育大会が６月２１日(金)～２３日(日)，三重県営陸上競技場で60
， ，開催され 三重県選手は男子円盤投の村上輝(南伊勢)選手の東海高校新記録での優勝をはじめ

男女７種目で優勝する大活躍をしました。また，伊賀白鳳高校が男子総合優勝，男子トラック

優勝を果たし，昨年の全国高校駅伝３位に続く快挙を成し遂げました。なお，優勝を決めた大

会最終日の６月２３日は，昨年他界された町野英二前監督の命日でした。

６位までの入賞者(競歩と混成競技は４位まで)は，７月３０日(日)～８月３日(木)に大分県

大分スポーツ公園大分銀行ドームで行われる，秩父宮賜杯第 回全国陸上競技対校選手権大66
会に出場します。全国大会での活躍が期待されます。

第60回 東海高等学校総合体育大会 上位入賞者
優勝 男子 １５００ｍ 廣瀬 泰輔(伊賀白鳳) ３分５３秒３９

男子 ５０００ｍ 廣瀬 泰輔(伊賀白鳳) １４分３１秒４８

男子 走幅跳 松岡 修平(高田) ７ｍ３２( )-0.5
男子 円盤投( ㎏) 村上 輝(南伊勢) ５０ｍ９６1.75

☆東海高校新・大会新・県高校新

男子 八種競技 西村 啓祐(近大高専) ５５１１点 ☆県高校新

11.28 -0.2 -6m49 +1.8 -11m73-50.44-15.41 0.0 -44m48-1m80-4:37.17( ) ( ) ( )

女子 やり投( ㎏) 坂倉 杏奈(四日市四郷) ４８ｍ６５0.600
女子 七種競技 山根 芽衣(宇治山田商業) ４７６１点

15.97 -1.6 -1m63-10m56-28.08 -0.4 -5m36 +0.8 -39m68-2:24.75( ) ( ) ( )

２位 男子 ３０００ｍＳＣ 辻野 恭哉(伊賀白鳳) ９分０７秒８３

男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商業 ４１秒１５

(松葉 大和・浦井 崚自・山根 佑汰・北村 直彦)

男子 砲丸投( ㎏) 村上 輝(南伊勢) １５ｍ７９6.0
男子 やり投( ㎏) 濱﨑 康平(宇治山田商業) ６０ｍ９６0.800
女子 ４００ｍＨ( ) 辰口 綾加(名張桔梗丘) １分０２秒５４0.762m
女子 砲丸投( ㎏) 中川 由貴(桑名工業) １２ｍ２３4.0

３位 男子 ５０００ｍ 川戸 拓海(伊賀白鳳) １４分３５秒４６

男子 三段跳 栄喜 匠海(いなべ総合) １４ｍ７５( )+1.4
女子 走高跳 山添玲央菜(近大高専) １ｍ６７

女子 砲丸投( ㎏) 山羽 愛理(宇治山田商業) １２ｍ１９4.0
女子 円盤投( ㎏) 奥野 芳佳(稲生) ３６ｍ００1.0

学校対校得点

男子 総合 優勝 伊賀白鳳 ２９点

トラック 優勝 伊賀白鳳 ２９点

フィールド ２位 南伊勢 １３点 ３位 四日市四郷 ６点

女子 フィールド 優勝 宇治山田商業 １０点

第８回世界ユース陸上競技選手権大会 代表

年 月 日 (水) ～ 日 (日)：ウクライナ(ドネツク)2013 7 10 14
☆松岡 修平(高田) 走幅跳に出場

東海高校総体 ７種目で優勝！


