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大阪インターハイに向け 高校生が大活躍！

～東海高校総体 三重県勢４種目で優勝～

～女子走高跳で三重県高校新(１ｍ７８) 藪根ゆい(近大高専）選手～
第 回東海高等学校総合大会が，６月１６日(金)～１８日(日)の３日間，名古屋市瑞穂公53

園陸上競技場でおこなわれ，三重県の高校生が４種目に優勝するなど大活躍してくれました。

女子走高跳では，藪根ゆい(近大高専)選手が，１ｍ７８の三重県高校新記録を樹立，女子走

幅跳でも遠藤桃子(桑名)選手が５ｍ９５の三重県高校タイ記録を樹立するなど，フィールド種

目で全国的にもレベルの高い記録が生まれ，活躍が目立ちました。

６位までの入賞者(混成種目と競歩は３位まで)は，８月２日(水)～６日(日)に，来年の世界

選手権の舞台となる大阪市長居陸上競技場で行われる 秩父宮賜杯 第 回全国高等学校陸上59
競技対校選手権大会に出場します。三重県勢のさらなる活躍に期待します。

※ 東海高校総体の三重県勢の成績(全国大会出場者)は，以下の通りです。

第 回東海高等学校総合体育大会53
兼 第 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選59

平成 年 月 日(金)･ 日(土)･ 日(日)18 6 16 17 18
於 名古屋市瑞穂公園陸上競技場

【男子】

１００ｍ ６位 １１秒１８( )山邊 謙一( )四日市工-1.4 3
４００ｍ ６位 ４８秒６３ 中屋 敦夫( )伊勢工3
１１０ｍＨ ２位 １４秒９４( )山本 誠太( )尾鷲-1.4 3

５位 １５秒１９( )山本 健太( )宇治山田商-1.4 3
６位 １５秒１９( )岩崎 辰哉( )桑名-1.4 3

４００ｍＨ ４位 ５５秒１０ 柳本 拓也( )三重2
５位 ５５秒２６ 平本 飛鳥( )宇治山田商3

３０００ｍＳＣ ５位 ９分１５秒８７ 一尾 恭平( )四日市工3
４×１００ｍＲ ２位 ４１秒９１ 宇治山田商 (松原・中井・高橋・山本）

４位 ４２秒００ 四日市工 (前田・山邊・内田・清水)

４×４００ｍＲ ２位 ３分１８秒６７ 四日市工 (前田・清水・生盛・山邊)

棒高跳 ６位 ４ｍ６０ 中西 千尋( )四日市2
走幅跳 ３位 ６ｍ９９(± ) 東 泰輝( )伊勢工0 3

１位 １５ｍ１２( )山本 格( )宇治山田商三段跳 +1.6 3
２位 １５ｍ１１( )勢力 薫( )伊勢+1.3 3
４位 １４ｍ５８( )河越 亮太( )上野工+0.9 3

砲丸投 ２位 １５ｍ５７ 山本 雄紀( )伊勢工3
３位 １５ｍ３６ 谷 健太朗( )宇治山田商3

円盤投 ２位 ４９ｍ０１ 大山 祐史( )伊勢工3
３位 ４８ｍ８６ 小野 真弘( )津2
５位 ４７ｍ６８ 加藤 弘将( )宇治山田商3
６位 ４６ｍ９２ 倉田 友貴( )伊勢工3
１位 ６０ｍ６４ 山口 桃太( )伊勢工やり投 2

八種競技 ３位 ４８６２点 荒木 崇裕( )宇治山田商3



【女子】

４００ｍ ５位 ５７秒６７ 愛敬 世菜( )桑名1
８００ｍ ４位 ２分１４秒６０ 小坂 奈央( )津商3
１５００ｍ ５位 ４分２９秒１４ 小坂 奈央( )津商3

６位 ４分２９秒３５ 田渕ひとみ( )津商2
３０００ｍ ２位 ９分３３秒０３ 畑 沙也加( )宇治山田商2
４×１００ｍＲ ５位 ４８秒０５ 宇治山田商 (大辺・中村佳・堤・森見)

１位 １ｍ７８ ☆大会新 ☆県高校新走高跳

藪根 ゆい( )近大高専3
４位 １ｍ６７ 藤本亜希子( )名張桔梗丘1

５ｍ９５( )☆県高校タイ走幅跳 ３位 -0.2
遠藤 桃子( )桑名3

６位 ５ｍ６１( ) 米田早也加( )宇治山田商+0.7 3
１位 １３ｍ３６ 茂山 千尋( )宇治山田商砲丸投 2
３位 １２ｍ２７ 水野 莉奈( )津商3
５位 １２ｍ１９ 下村 亜弓( )宇治山田商3

円盤投 ４位 ３４ｍ１７ 中村 文香( )稲生3
５位 ３３ｍ８３ 前山 朋香( )津商2

やり投 ４位 ４２ｍ１５ 山端 悠里( )津西3
６位 ４０ｍ２９ 棚瀬 由貴( )四日市四郷3

学校対校

【男子】

総合の部 ２位 宇治山田商 ２７点 ５位 伊勢工 ２２点

トラックの部 ６位 四日市工 １１点 ８位 宇治山田商 ９点

フィールドの部 ３位 宇治山田商 １２点１位 伊勢工 ２１点

【女子】

総合の部 ５位 宇治山田商 １７点

フィールド ４位 近大高専 ６点１位 宇治山田商 ９点

８位 津商 ６点

藪根ゆい選手 アジアジュニア代表に！

藪根ゆい(近大高専)選手が，第１２回アジアジュニア選手権大会の日本代表選手に選出されました。

大会は７月１５日(土)～１８日(火)に中国・マカオで行われ，藪根選手が参加する女子走高跳は，１６

日(日)に行われる予定で，初の国際大会での健闘を期待します。

第 回日本学生陸上競技対校選手権大会( ～ 横浜) 三重県勢の入賞者75 6/9 11:
男子 １５００ｍ ４位 ３分５０秒７６ 坂 直哉 名城大

男子 走高跳 ２位 ２ｍ１０ 古野 裕司 日体大

男子 走幅跳 ８位 ７ｍ４７( ) 竹内 一真 関学大+1.0
女子 １００００ｍ ８位 ３４分１７秒４９ 木富 淑絵 中京大

競技会情報選手たちの活躍を 競技場でご覧下さい！
７月１５日(土)・１６日(日) 三重県陸上競技選手権大会 ＜日本のトップ選手も参加＞

７月２３日(日)・２４日(月) 通信陸上三重大会 ＜中学生が全国大会目指して＞

８月 ８日(火) 東海中学校総合体育大会 ＜県大会を突破した中学生が出場＞


