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第９２回日本陸上競技選手権大会が，６月２６日(木)～２９日(日)の４日間，川崎市等々力

陸上競技場で開催され，男子１５００ｍで日本記録をもつ小林史和(ＮＴＮ)選手が４連覇・６

度目の優勝を果たしました。また，今年３月イギリスで開催された，第３６回世界クロスカン

トリー選手権日本代表の梅枝裕吉(ＮＴＮ)選手が３０００ｍＳＣで２位に入るなど，三重県勢

の健闘が光りました。

第９２回日本陸上競技選手権大会 入賞者
１位 男子 １５００ｍ 小林 史和(ＮＴＮ) ３分４９秒９６ ☆４連覇

２位 男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉(ＮＴＮ) ８分３６秒９６

３位 男子 円盤投 藤原 潤(八千代工業) ５３ｍ２１

女子 走高跳 薮根 ゆい(法政大) １ｍ７５

５位 女子 ５０００ｍ 杉原 加代(デンソー) １５分２１秒１２ ☆県新記録

６位 女子 １００００ｍ 杉原 加代(デンソー) ３２分０２秒１５

７位 男子 ４００ｍ 岩井 浩紀(関西学院大) ４７秒３７

８位 女子 七種競技 早川 杏沙(ｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ) ４８５８点

＜ ( ) ( ) ( ) ＞14.70 +1.9 -1m50-8m93-25.86 +1.0 -5m60 +2.2 -36m82-2.25.43

第５５回東海高等学校総合体育大会が６月２０日(金)～２２日(日)の３日間，岐阜メモ

リアルセンター長良川競技場で開催されました。三重県勢は宇治山田商業が男子総合優勝

を果たしたのをはじめ５種目で優勝，２種目で県高校記録を樹立，１種目で大会新記録を

。 ，出すなどの好成績を残しました 全国高校総体は７月２９日(火)～８月２日(土)の５日間

埼玉県熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で開催されます。三重県勢の健闘を期待します。

第５５回 東海高等学校総合体育大会 結果
優勝 男子 １５００ｍ ４分０８秒６６ 服部 峰祥(三重）

男子 ４×１００ｍＲ ４０秒８０ 宇治山田商

(長谷川・中井・栁原・林) ☆２連覇

男子 走幅跳 ７ｍ４４ 長谷川 悠(宇治山田商) ☆２連覇

男子 三段跳 １４ｍ８３ 濱口 隆翔(宇治山田商)

女子 ４００ｍＨ ６１秒４７ 愛敬 世菜(桑名)

東海高校総体 ５種目で優勝

小林史和（NTN)選手 ４連覇
日本選手権 男子1500m



２位 男子 ２００ｍ ２１秒６５ 林 風汰(宇治山田商)

男子 走高跳 ２ｍ０４ 衛藤 昂(鈴鹿高専)

男子 砲丸投 １５ｍ４７ 濱口 誘希(宇治山田商)

女子 ４００ｍ ５６秒４１ 愛敬 世菜(桑名)

女子 七種競技 ４６２４点 西田 亜貴(桑名工) ☆県高校新

３位 男子 １００ｍ １０秒８０ 中井 一磨(宇治山田商)

男子 ５０００ｍＷ ２１分４３秒３９ 井上 宗冶(名張西)

男子 三段跳 １４ｍ４６ 皆見 翔太(上野)

男子 砲丸投 １５ｍ３９ 三村 幸輝(稲生)

男子 円盤投 ４２ｍ９６ 稲垣 太一(宇治山田商)

男子 ハンマー投 ５３ｍ０２ 岸尾 寛民(近大高専)

男子 八種競技 ５３１１点 立野 剛志(伊勢)☆大会新☆県高校新

女子 ４００ｍ ５６秒４６ 愛敬 麻矢(桑名)

女子 ８００ｍ ２分１４秒４９ 多田 江里(四日市商)

女子 走高跳 １ｍ６１ 清水 真彩(近大高専)

女子 砲丸投 １２ｍ３５ 楠本 早季(近大高専)

４位 男子 ５０００ｍ １４分３０秒５９ 松本 賢太(上野工)

男子 ３０００ｍＳＣ ９分１３秒９８ 飯尾 真走(上野工)

男子 棒高跳 ４ｍ７０ 田中 僚(皇學館)

男子 走幅跳 ７ｍ１２ 林 風汰(宇治山田商)

男子 砲丸投 １５ｍ３４ 岡南 遼(津)

男子 ハンマー投 ５１ｍ９５ 松田 直樹(桑名北)

女子 １００ｍ １２秒１１ 世古 和(宇治山田商)

女子 ４×１００ｍＲ ４７秒８０ 宇治山田商

(木下美・木下真・作野・世古)

５位 男子 走高跳 ２ｍ０１ 永墓 俊介(四日市工)

女子 ４×１００ｍＲ ４７秒８４ 桑名

(伊藤・大月・愛敬世・愛敬麻)

女子 ４×４００ｍＲ ３分５１秒７８ 桑名

(若松・愛敬麻・大月・愛敬世)

６位 男子 ８００ｍ １分５５秒７６ 太田 昌希(津商)

男子 砲丸投 １４ｍ３７ 山本 大紀(南伊勢)

男子 円盤投 ４１ｍ９１ 南 星人(南伊勢)

男子 やり投 ５６ｍ３１ 濱口 誘希(宇治山田商)

女子 ２００ｍ ２４秒８６ 世古 和(宇治山田商)

女子 ４００ｍ ５６秒９０ 作野 捺希(宇治山田商)

以上 全国高校総体出場者(競歩と混成競技は３位まで)

学校対抗

＜男子＞ 総合 優勝 宇治山田商業 ４０点

フィールドの部 優勝 宇治山田商業 ２５点

＜女子＞ 総合 ３位 桑名 １９点

トラックの部 ２位 桑名 １９点


