
創　　立 1945年 昭和20年12月

歴代会長 安保　正敏 1945年 ～ 1954年
佐藤信之助 1955年 ～ 1956年
田村　正衛 1957年 ～ 1960年
岡田　卓也 1961年 ～ 1964年
乾　　英夫 1965年 ～ 1983年
小山　由喜 1984年 ～ 2002年
向井　孝治 2003年 ～ 2005年
村島　諭明 2005年 ～ 2008年
豊田　利一 2009年 ～ 2016年
田村　憲久 2017年 ～

歴代理事長 谷　三三五 1945年 ～ 1952年
舘　　義夫 1953年 ～ 1954年
服部孝之助 1954年 ～ 1965年
高橋　俊男 1966年 ～ 1972年
一色　幹夫 1973年 ～ 1975年
向井　孝治 1976年 ～ 1983年
村島　諭明 1984年 ～ 2002年
名古　岳彦 2003年 ～ 2008年

専務理事 松澤　二一 2009年 ～ 現在 法人化により名称変更

オリンピック選手（三重県出身者含む)
山本　定子 第11回ベルリン大会 1936年 やり投　 5位 中京高女 出身者
森本　　葵 第18回東京大会 1964年 800m リッカー 出身者
瀬古　利彦 第22回モスクワ大会 1980年 マラソン エスビー食品 出身者

第23回ロサンゼルス大会 1984年 マラソン エスビー食品 出身者
第24回ソウル大会 1988年 マラソン エスビー食品 出身者

山下　訓史 第25回ソウル大会 1989年 三段跳 日本電気 出身者
小池　弘文 第26回ソウル大会 1989年 短距離 四日市高校教員
笠原　隆弘 第27回ソウル大会 1989年 短距離 中京大
宮島　秋子 第26回アトランタ大会 1996年 やり投　 日本電装
野口みずき 第28回アテネ大会 2004年 マラソン 優勝 グローバリー 出身者

第29回北京大会 2008年 マラソン シスメックス
衛藤　　昂 第31回ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ大会 2016年 走高跳 ＡＧＦ
石川　末廣 第31回ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ大会 2016年 マラソン ＨＯＮＤＡ 出身者
尾西　美咲 第31回ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ大会 2016年 5000ｍ 積水化学 出身者
高見澤安珠 第31回ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ大会 2016年 3000ｍＳＣ 松山大 出身者
中村　匠吾 第32回東京大会 2021年 マラソン 富士通 出身者
川端　魁人 第32回東京大会 2021年 4×400mR 県教員ＡＣ
衛藤　　昂 第32回東京大会 2021年 走高跳 ＡＧＦ

三重陸上競技協会史



世界選手権（三重県出身者含む)
愛敬　重之 ヘルシンキ大会 1983年 3000mSC

ローマ大会 1987年 3000mSC
小池　弘文 ヘルシンキ大会 1983年 短距離
宮島　秋子 東京大会 1991年 やり投

シュッツガルト大会 1993年 やり投
小林　史明 セビリア大会 1999年 棒高跳 出身者

パリ大会 2003年 棒高跳 出身者
野口みずき パリ大会 2003年 マラソン 2位 出身者
小林　史和 ヘルシンキ大会 2005年 1500m

大阪大会 2007年 1500m
北岡　幸浩 リオデジャネイロ 2008年 ハーフマラソン

バーミンガム 2009年 ハーフマラソン
テグ 2011年 マラソン

梅枝　裕吉 エディンバラ 2008年 クロスカントリー
アンマン 2009年 クロスカントリー
ポーランド 2010年 クロスカントリー

石川　末廣 アンマン 2009年 クロスカントリー
池上　誠悟 アンマン 2009年 クロスカントリー
水口　侑子 ポーランド 2010年 クロスカントリー
杉原　加代 テグ 2011年 5000ｍ・10000ｍ
小林　雄一 モスクワ 2013年 短距離
衛藤　　昂 北京 2015年 走高跳

ロンドン 2017年 走高跳
ドーハ 2019年 走高跳

尾西　美咲 モスクワ 2013年 5000m 出身者
北京 2015年 5000m 出身者

高島　由香 北京 2015年 10000m

ユニバーシアード
田中　真知 テグ大会 2003年 ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 優勝
諏訪　達郎 広州 2015年 4×100mR 優勝

アジア選手権優勝者（三重県出身者含む)

福田　郷美 4×100mR　　　 1973(第1回)ﾏﾆﾗ 46.7(日本新）
明貝　恵子 やり投 1975(第2回)ｿｳﾙ 53m48
出口　鏡子 (旧姓清水)五種競技 1975(第2回)ｿｳﾙ 4064(日本新)
瀬古　利彦 10,000m 1979(第3回)東京 28.59.2
愛敬　重之 3000mSC 1985(第6回)ｼﾞｬｶﾙﾀ 8.46.96
衛藤　　昂 走高跳 2015(第21回)武漢 2m24

アジアジュニア選手権優勝者
倉岡　奈々 3000ｍ 2016(第17回)ベトナム 9.31.46



日本記録樹立者（三重県出身者含む)

やり投 1933年 39m17
やり投 1934年 41m31
やり投 1936年 42m55
やり投 1936年 44m51

山本　定子 砲丸投 1934年 10m98
国分　隆行 棒高跳 1962年 4m40
喜田　武志 棒高跳 1965年 4m80
出口　鏡子 (旧姓清水)　五種競技 1975年 4064点

15､000m 1983年 43.38.2 出身者
20,000m 1985年 57.48.7 出身者
25,000m 1981年 1.13.55.8 出身者
30.000m 1981年 1.29.11.8 出身者
4×400mR 1983年 3.05.28
4×100mR 1986年 39.31

山下　訓史 三段跳 1985年 16m92
中道　貴之 100m 1987年 10.1

棒高跳 1997年 5m61
棒高跳 1999年 5m62

小林　恵美 30km 2001年 1.43.05
田辺かおり 30km 2001年 1.43.23

1500m 2004年 3.37.42
1000m 2005年 2.19.65
2000m 2006年 5.07.24

上野　佑香 20000mW 2010年 1.43.56.8
U20 伊藤　陸 三段跳 2020年 16m35

日本陸上競技選手権大会選手権者

砲丸投 1933年
やり投 1934年、1935年、1948年、1949年

須藤　昭次 1500m 1948年、1949年
西田　芳子 走幅跳 1951年
小田　海平 走幅跳 1958年
森本　　葵 800m 1960年、1961年
藪田　　学 1500m 1960年
鈴木　従道 5000m 1969年
三浦　信由 3000mSC 1970年
龍田　　洋 400mH 1971年
出口　鏡子 (旧姓清水)五種競技 1975年、1976年
明貝　恵子 やり投 1976年、1977年
瀬古　利彦 マラソン 1979年
山下　訓史 三段跳 1985年
小池　弘文 200m 1986年
愛敬　重之 3000mSC 1986年、1987年
笠原　隆弘 100m 1988年
宮島　秋子 やり投 1991年、1992年、1993年、1994年
小林　史明 棒高跳 1998年
笠島　里美 400m 1998年
市岡　寿実 砲丸投 1998年
木實　淳冶 1500m 2000年
小林　史和 1500m 2001年、2002年、2005年、2006年、2007年
安田　　覚 棒高跳 2002年、2005年
井村久美子 走幅跳 2010年
杉原　加代 10000m 2011年
山下　　洸 3000mSC 2012年・2013年
尾西　美咲 5000m 2014年・2015年 出身者
衛藤　　昂 走高跳 2014年
高見澤安珠 3000mSC 2015年
衛藤　　昂 走高跳 2016年・2017年・2018年
世古　　和 100m 2018年
川端　魁人 400m 2021年
伊藤　　陸 三段跳 2022年
村上　　輝 砲丸投 2022年

山本　定子

小林　史和

小林　史明

小池　弘文

山本　定子

瀬古　利彦



国民体育大会成績

第1回 京都 1946年
第2回 金沢 1947年 皇后杯 4 位

優勝 女子やり投 山本　定子 33m88
第3回 福岡 1948年 天皇杯 10 位 22 点

優勝 男子1500m 須藤　昭次 4.06.40
優勝 男子5000m 須藤　昭次 15.07.6
優勝 女子やり投 山本　定子 39m90

第4回 東京 1949年 天皇杯 10 位 24 点 皇后杯 10 位 6 点
優勝 男子5000m 須藤　昭次 15.47.8
優勝 女子やり投 山本　定子 37m72

第5回 名古屋 1950年
第6回 広島 1951年 天皇杯 7 位 23.5 点 皇后杯 2 位 20.5 点

優勝 女子走幅跳 西田　芳子 5m41
優勝 女子やり投 山本　定子 38m06

第7回 仙台 1952年 優勝 男子4×100mR 渡辺･浅井･日比野･向井 44.0

第8回 高松 1953年 皇后杯 8 位 10 点
第9回 札幌 1854年
第10回 横浜 1955年
第11回 神戸 1956年 優勝 男子走幅跳 小田　海平 7m27
第12回 静岡 1957年
第13回 富山 1958年 優勝 男子教員100m 小田　海平 11.0
第14回 東京 1959年
第15回 熊本 1960年 優勝 男子800m 森本　　葵 1.54.2

優勝 男子3000mSC 愛敬　　実 9.08.0
優勝 男子教員100m 小田　海平 10.7

第16回 秋田 1961年 天皇杯 8 位 点
優勝 男子800m 森本　　葵 1.52.5
優勝 男子3000mSC 愛敬　　実 9.14.0

第17回 岡山 1962年 優勝 男子棒高跳 国分　隆行 4m40
第18回 山口 1963年 天皇杯 20 位 16 点 皇后杯 21 位 4 点

優勝 男子高校110mH 磯田　雅也(伊勢) 14.6
優勝 男子高校棒高跳 喜田　武志(伊勢) 4m21

第19回 新潟 1964年 優勝 男子高校400m 小山　由喜(神戸) 49.0
第20回 岐阜 1965年 優勝 男子棒高跳 喜田　武志(伊勢) 4m70
第21回 大分 1966年
第22回 埼玉 1967年
第23回 福井 1968年 天皇杯 10 位 23 点
第24回 長崎 1969年
第25回 盛岡 1970年
第26回 和歌山 1971年 天皇杯 18 位 23 点 皇后杯 27 位 2 点
第27回 鹿児島 1972年 天皇杯 15 位 33 点 皇后杯 7 位 17 点
第28回 千葉 1973年 優勝 男子高校1500m 瀬古　利彦(四日市工) 3.55.5
第29回 茨城 1974年 天皇杯 5 位 70 点 皇后杯 3 位 20 点

優勝 男子高校1500m 瀬古　利彦(四日市工) 3.53.5
優勝 男子高校5000m 瀬古　利彦(四日市工) 14.33.0
優勝 男子教員1500m 市　　武徳(三重高教) 3.48.0
優勝 男子教員走幅跳 中尾　重志 7m60

第30回 伊勢 1975年 天皇杯 1 位 87.5 点 皇后杯 1 位 37.5 点
優勝 男子少A砲丸投 矢藤　昌克 14m94
優勝 男子教員1500m 市　　武徳(三重高教) 3.45.4
優勝 女子少A円盤投 浦田　裕子 43m66

第31回 佐賀 1976年 天皇杯 1 位 62 点 皇后杯 1 位 25 点
優勝 男子少Aやり投 石谷　幸久(宇治山田商) 68m94
優勝 男子教員円盤投 福岡　隆美 46m80
優勝 女子成Aやり投 明貝　恵子 53m40

第32回 青森 1977年 天皇杯 8 位 49 点 皇后杯 9 位 15 点
優勝 男子成A5000m 瀬古　利彦 14.20.6
優勝 女子成Aやり投 明貝　恵子 52m61

国民体育大会成績

第33回 松本 1978年 天皇杯 12 位 37 点 皇后杯 7 位 19 点
優勝 男子少B走幅跳 谷口　優生(宇治山田商) 6m97
優勝 女子少A円盤投 川浦日出美 44m68
優勝 女子成B円盤投 浦田　裕子 45m10



国民体育大会成績

第34回 宮崎 1979年 天皇杯 9 位 44 点 皇后杯 10 位 15 点
優勝 男子少A400m 小池　弘文(宇治山田商) 48.56
優勝 男子成Aやり投 石谷　幸久(順天堂大) 72m02
優勝 女子成Aやり投 明貝　恵子 50m84
優勝 女子成共走幅跳 石津　和子 6m24

第35回 宇都宮 1980年 天皇杯 22 位 25 点 皇后杯 22 位 7 点
優勝 男子少A走幅跳 谷口　優生(宇治山田商) 7m41

第36回 大津 1981年 天皇杯 25 位 16 点 皇后杯 19 位 7 点
第37回 松江 1982年 天皇杯 23 位 21 点 皇后杯 27 位 6 点

優勝 男子少B走幅跳 平井　美樹 6m91
第38回 群馬 1983年 天皇杯 20 位 25 点 皇后杯 36 位 2 点

優勝 男子成少共通3000mSC 愛敬　重之 8.40.2
第39回 奈良 1984年 天皇杯 33 位 14 点 皇后杯 位 0 点
第40回 烏取 1985年 天皇杯 29 位 17 点 皇后杯 35 位 1 点

優勝 男子成共通三段跳 山下　訓史 16m62
第41回 甲府 1986年 天皇杯 29 位 19 点 皇后杯 38 位 3 点
第42回 沖縄 1987年 天皇杯 13 位 31.5 点 皇后杯 17 位 9 点

優勝 女子成共100mH 永井　智子 14.19
第43回 京都 1988年 天皇杯 15 位 53 点 皇后杯 32 位 8 点

優勝 男子少A5000mW 桂山　賢二 21.56.73
優勝 男子少Bやり投 木村　剛久(稲生) 58m46

第44回 札幌 1989年 天皇杯 19 位 44.5 点 皇后杯 34 位 6 点
第45回 福岡 1990年 天皇杯 21 位 48 点 皇后杯 17 位 20 点

優勝 男子少B棒高跳 小林　史明(宇治山田商) 4m60
優勝 女子少A3000mW 内田　智子(四日市) 13.44.68

第46回 金沢 1991年 天皇杯 22 位 35 点 皇后杯 27 位 10 点
優勝 男子少B800m 田牧　慎也(伊勢) 1.53.28

第47回 山形 1992年 天皇杯 26 位 36.5 点 皇后杯 25 位 13.5 点
優勝 男子少A5000m 野田　道胤(上野工) 14.34.34
優勝 女子成Aやり投 宮島　秋子 58m76

第48回 徳島 1993年 天皇杯 18 位 50 点 皇后杯 16 位 23 点
優勝 男子少共棒高跳 安田　　覚(桑名西) 5m10
優勝 女子成Aやり投 宮島　秋子 57m76

第49回 名古屋 1994年 天皇杯 20 位 41.33 点 皇后杯 15 位 25.33 点
第50回 福島 1995年 天皇杯 9 位 67 点 皇后杯 4 位 55 点

優勝 女子成共走高跳 貞廣　千波 1m87
優勝 女子少A円盤投 鈴木　智子(津商） 46m58
優勝 女子少B砲丸投 市岡　寿実(津商) 13m82

第51回 広島 1996年 天皇杯 15 位 56.5 点 皇后杯 7 位 40 点
第52回 大阪 1997年 天皇杯 10 位 76 点 皇后杯 8 位 40 点

優勝 男子少B100m 岡部　和憲8四日市工) 10.63
優勝 男子4×100mR 岡部･渡辺･水谷･大野 39.66 (大会新)
優勝 女子少A円盤投 市岡　寿実(津商) 45m60

第53回 横浜 1998年 天皇杯 14 位 45 点 皇后杯 19 位 20 点
優勝 男子成棒高跳 小林　史明 5m50

第54回 熊本 1999年 天皇杯 18 位 45 点 皇后杯 22 位 18 点
優勝 男子少共円盤投 堅田　健介(宇治山田商) 54m84

第55回 富山 2000年 天皇杯 36 位 20 点 皇后杯 22 位 18 点
第56回 宮城 2001年 天皇杯 21 位 37 点 皇后杯 17 位 16 点
第57回 高知 2002年 天皇杯 12 位 37 点 皇后杯 17 位 25 点

優勝 男子少A走高跳 古野　裕司(宇治山田商) 2m09
第58回 静岡 2003年 天皇杯 14 位 62 点 皇后杯 23 位 17 点

優勝 男子成1500m 小林　史和(NTN) 3.45.00
優勝 男子成棒高跳 安田　　覚(桑名高教) 5m40

第59回 埼玉 2004年 天皇杯 14 位 68 点 皇后杯 15 位 36 点
優勝 男子成1500m 小林　史和(NTN) 3.46.08
優勝 男子成3000mSC 春田　真臣(NTN) 8.48.76

第60回 岡山 2005年 天皇杯 22 位 52.5 点 皇后杯 33 位 11.5 点
優勝 男子少A砲丸投 南　　幸裕(宇治山田商) 17m24
優勝 女子成走高跳 貞廣　千波(三重陸協) 1m78
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第61回 兵庫 2006年 天皇杯 13 位 59 点 皇后杯 21 位 25 点
優勝 男子成1500m 小林　史和(NTN) 3.57.32
優勝 男子少A400mH 山本　健太(宇治山田商) 52.82

第62回 秋田 2007年 天皇杯 24 位 52 点 皇后杯 39 位 16 点

国民体育大会成績

第63回 大分 2008年 天皇杯 13 位 61.6 点 皇后杯 24 位 25.5 点
優勝 少年共通走高跳 衛藤　　昂(鈴鹿高専) 2m06

第64回 新潟 2009年 天皇杯 10 位 74.5 点 皇后杯 8 位 46 点
優勝 少年A走幅跳 林　　風汰(宇治山田商)
優勝 少年A100m 世古　　和(宇治山田商)
優勝 成年5000m 杉原　加代(デンソー) 15.91.99

第65回 千葉 2010年 天皇杯 18 位 皇后杯 19 位

第66回 山口 2011年 天皇杯 19 位 53 点 皇后杯 18 位 31 点

第67回 岐阜 2012年 天皇杯 18 位 55 点 皇后杯 40 位 5 点
優勝 少年A400m 愛敬　彰太郎(桑名)

第68回 東京 2013年 天皇杯 12 位 65.5 点 皇后杯 13 位 37.5 点
優勝 男子成年走高跳 衛藤　昂（筑波大） 2m27　
優勝 女子成年5000m 尾西　美咲（積水化学） 15'43"03　
優勝 女子少年Aﾊﾝﾏｰ投 油谷　文月（相可高） 51m66　

第69回 長崎 2014年 天皇杯 16 位 55 点 皇后杯 28 位 20 点

第70回 長崎 2015年 天皇杯 17 位 56 点 皇后杯 20 位 25 点
優勝 男子成年走高跳 衛藤　昂（ＡＧＦ) 2m21
優勝 男子少年Aﾊﾝﾏｰ投 村木　亮太(久居高) 62m51

第71回 岩手 2016年 天皇杯 24 位 44 点 皇后杯 33 位 19 点
優勝 男子成年走高跳 衛藤　昂（ＡＧＦ） 2m15

第72回 愛媛 2017年 天皇杯 18 位 52 点 皇后杯 24 位 25 点
優勝 男子成年走高跳 衛藤　昂（ＡＧＦ） 2m15
優勝 女子成年100m　　 名倉　千晃(ＮＴＮ)          11.63

第73回 福井 2018年 天皇杯 13 位 66.5 点 皇后杯 28 位 19 点
優勝 女子成年100m　　 世古　和(CRANE) #

第74回 茨城 2019年 天皇杯 12 位 73 点 皇后杯 32 位 19 点

第75回 鹿児島 中止

第76回 三重 中止

第77回 栃木 2022年 天皇杯 17 位 60 点 皇后杯 22 位 11 点

47.21

7m42(±0)
11.86(±0)



全国高校総合体育大会優勝者

第01回 愛知 1948年
第02回 大阪 1949年
第03回 栃木 1950年 優勝 女子走高跳 服部千恵子 四日市
第04回 石川 1951年 優勝 女子100m 西田　芳子 津
第05回 長野 1952年
第06回 神奈川 1953年
第07回 熊本 1954年
第08回 山形 1955年
第09回 高知 1956年
第10回 富山 1957年 女子総合 四日市　7位
第11回 山口 1958年
第12回 東京 1959年
第13回 兵庫 1960年
第14回 静岡 1961年 優勝 女子円盤投 小西　正子 伊勢
第15回 大分 1962年 優勝 男子棒高跳 喜田　武志 伊勢
第16回 新潟 1963年 優勝 男子棒高跳 喜田　武志 伊勢

優勝 男子200mH 磯田　雅也 伊勢
第17回 大阪 1964年 優勝 男子4×200mR 橘・安藤・尾崎・豊田 三重
第18回 大分 1965年 女子総合 松阪女子

女子都道府県対抗 1位
女子走幅跳 宮原迪子 松阪女子

第19回 青森 1966年
第20回 福井 1967年 優勝 男子4×400mR 龍田・田川・松林・谷本 三重

優勝 女子800m 中川　和子 松阪女子
女子都道府県対抗 4位

第21回 広島 1968年 優勝 男子砲丸投 中川　正行 三重
優勝 女子円盤投 森　摩知子 松阪女子

第22回 群馬 1969年 優勝 男子砲丸投 中川　正行 三重
第23回 和歌山 1970年
第24回 徳島 1971年 優勝 男子砲丸投 松澤　二一 神戸
第25回 山形 1972年 男子都道府県対抗 3位

優勝 男子4×400mR 宮山・山本・垣内・矢口 宇治山田商
優勝 男子三段跳 森本　高夫 三重

第26回 三重 1973年 女子総合 1位 宇治山田商
女子都道府県対抗 1位
男子都道府県対抗 4位

優勝 男子800m 瀬古　利彦 四日市工
優勝 男子1500m 瀬古　利彦 四日市工
優勝 男子4×100mR 榊原・宮山・垣内・畑 宇治山田商
優勝 男子4×400mR 宮山・榊原・山中・垣内 宇治山田商
優勝 女子200m 福田　郷美 宇治山田商
優勝 女子砲丸投 三木　逸子 松阪女子
優勝 女子円盤投 井村　幸江 松阪女子

第27回 福岡 1974年 男子都道府県対抗 5位
女子都道府県対抗 6位

優勝 男子800m 瀬古　利彦 四日市工
優勝 男子1500m 瀬古　利彦 四日市工

第28回 東京 1975年
第29回 長野 1976年 優勝 男子やり投 石谷　幸久 宇治山田商

優勝 女子4×100mR 西田・松田・成瀬・西岡 宇治山田商
第30回 岡山 1977年
第31回 福島 1978年
第32回 滋賀 1979年
第33回 愛媛 1980年 男子都道府県対抗 1位

優勝 男子4×100mR 山本・野呂・松下・小池 宇治山田商
優勝 男子三段跳 山下　訓史 尾鷲工

第34回 神奈川 1981年 優勝 男子三段跳 山下　訓史 尾鷲工
優勝 男子1500mSC 愛敬　重之 四日市工

第35回 鹿児島 1982年
第36回 愛知 1983年 優勝 男子110mH 村島　正敏 宇治山田
第37回 秋田 1984年
第38回 石川 1985年
第39回 山口 1986年 優勝 男子400m 豊田　佳人 神戸
第40回 北海道 1987年



全国高校総合体育大会優勝者

第41回 兵庫 1988年
第42回 高知 1989年
第43回 宮城 1990年 優勝 女子3000mW 内田　智子 四日市

優勝 女子砲丸投 竹内　智子 宇治山田商
第44回 静岡 1991年
第45回 宮崎 1992年
第46回 栃木 1993年 優勝 男子棒高跳 安田　　覚 桑名西
第47回 富山 1994年
第48回 烏取 1995年 女子都道府県対抗 6位

優勝 女子円盤投 鈴木　智子 津商
第49回 山梨 1996年 女子都道府県対抗 5位

優勝 女子砲丸投 市岡　寿実 津商
優勝 女子やり投 山口　直子 津商

第50回 京都 1997年 優勝 女子砲丸投 市岡　寿実 津商
第51回 香川 1998年
第52回 岩手 1999年 優勝 男子4×100mR 山際・中村・釜谷・北岡 宇治山田商
第53回 岐阜 2000年
第54回 熊本 2001年 優勝 男子400m 樋口　信吾 名張桔梗丘
第55回 茨城 2002年 優勝 女子円盤投 田尻　啓子 津商
第56回 長崎 2003年
第57回 島根 2004年
第58回 千葉 2005年 優勝 男子1500m 高林　祐介 上野工

優勝 男子砲丸投 南　　幸裕 宇治山田商
第59回 大阪 2006年
第60回 佐賀 2007年
第61回 埼玉 2008年 優勝 男子4×100mR 長谷川・中井・栁原・林 宇治山田商
第62回 奈良 2009年 優勝 女子100m 世古　　和 宇治山田商

優勝 女子4×100mR 木下・橋爪・作野・世古 宇治山田商
第63回 沖縄 2010年 優勝 男子ハンマー投 森本　涼太 宇治山田商
第64回 岩手 2011年
第65回 新潟 2012年
第66回 大分 2013年
第67回 山梨 2014年
第68回 和歌山 2015年 優勝 男子ハンマー投 村木　亮太 久居
第69回 岡山 2016年
第70回 山形 2017年
第71回 三重 2018年
第72回 沖縄 2019年 優勝 男子円盤投 三井 康平 稲生
第73回 静岡(中止) 2020年
第74回 福井 2021年 優勝 男子ハンマー投 小河 彪 久居

全国中学校陸上競技選手権大会優勝者

第07回 栃木 1980年 優勝 男子110mH 村島　正敏 五十鈴
第15回 福島 1988年 優勝 男子800m 小阪　源司 松阪中部
第23回 静岡 1996年 優勝 男子200m 岡部　和憲 名張北
第24回 高知 1998年 優勝 男子400m 野田　無我 南島西
第32回 岐阜 2005年 優勝 女子4×100mR 加藤・愛敬・愛敬・一村 成徳
第33回 香川 2006年 優勝 女子4×100mR 西田・愛敬・西田・加藤 成徳
第39回 千葉 2012年 優勝 男子4×100mR 山下・吉田・齋木・中村 文岡
第40回 愛知 2013年 優勝 男子400m 山本ﾌｪﾋﾞｱｽ 西橋内

優勝 男子棒高跳 小林　俊介 多気
第43回 長野 2016年 優勝 男子走幅跳 藤本 大輝 一身田
第46回 大阪 2019年 優勝 男子200m 中山 智貴 亀山中部
第49回 福島 2022年 優勝 女子4×100mR 角田・辰巳・西嶋夏・西嶋和 小俣



全国小学生陸上競技交流大会優勝者

第18回 東京 2002年 優勝 男子走幅跳 水谷　直人 斎宮
第24回 東京 2008年 優勝 男子走高跳 松岡　修平 保々RC
第29回 横浜 2013年 優勝 女子5年100m 須川　真衣 一志Beast
第30回 横浜 2014年 優勝 女子6年100m 須川　真衣 一志Beast
第32回 横浜 2016年 優勝 女子6年100m 世古　綾葉 神社小
第35回 横浜 2019年 優勝 女子6年100m 北尾　心映 いすずUK

国際大会・全国大会の開催

第22回全国勤労者陸上競技大会 1969年 9月 6日 ～ 7日
第26回全国高等学校陸上競技選手権大会 1973年 8月 2日 ～ 5日
第30回国民体育大会 1975年10月27日 ～ 31日
日本・米国・中国・カナダ国際ジュニア陸上競技大会 1985年 8月31日
全日本中学校陸上競技選手権大会 1987年 8月22日 ～ 23日
全日本実業団対抗駅伝競走大会 1957年 ～ 1985年
全日本大学対校駅伝競走大会 1970年 ～ 現在
第15回日本ジュニア陸上競技選手権大会 1999年 9月 4日 ～ 5日
第14回全国ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ﾏｽﾀｰｽﾞ陸上競技大会 2001年11月11日 ～ 13日
第91回日本陸上競技選手権混成競技大会 2006年 6月23日 ～ 24日
第23回日本ジュニア陸上競技選手権混成競技大会 2006年 6月23日 ～ 24日
第71回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 2018年 8月 2日 ～ 6日


