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第５６回東海高等学校総合体育大会が６月１９日(金)～２１日(日)の３日間，三重県営陸上

競技場で開催されました。三重県勢は世古和(宇治山田商)選手の女子短距離四冠をはじめ，１

０種目で優勝，学校対校でも宇治山田商業が女子総合優勝をする大活躍をしました。

また，６位までの入賞者は，７月２９日(水)～８月２日(日)に奈良市鴻ノ池陸上競技場で行

われる，秩父宮賜杯第６２回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に，過去最多となる６４名

の選手が参加します。全国大会でも大活躍が期待されます。

第５６回東海高等学校総合体育大会 入賞者
優勝 男子 ４００ｍ 近藤 崇裕(四日市・３) ４７秒７８

男子 走 幅 跳 楠川 祥生(宇治山田商・３) ７ ４０m
男子 三 段 跳 濱口 隆翔(宇治山田商・３) １５ ００m
男子 円 盤 投 稲垣 太一(宇治山田商・３) ４８ ０２ ☆大会新m

☆県高校新

女子 １００ｍ 世古 和(宇治山田商・３) １１秒８９

女子 ２００ｍ 世古 和 (宇治山田商・３) ２４秒４３☆県高校新

女子 １５００ｍ 森田菜津紀 (宇治山田商・３) ４分３２秒６２

女子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商 ４６秒５０☆県高校新

木下 真里(３)・橋爪 咲奈(１)・作野 捺希(３)世古 和(３)

女子 ４×４００ｍＲ 宇治山田商 ３分４７秒９９ ☆大会新 ☆県高校新

寺田 菜美(１)・作野 捺希(３)・橋爪 咲奈(１)・世古 和(３)

女子 や り 投 仰 梨江(伊勢・３) ４５ ２０m
２位 男子 ３０００ｍＳＣ 清水 清輝(上野工・２) ９分１５秒８８

男子 ５０００ｍＷ 赤崎 惣(名張西・３) ２２分４９秒８７

男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商 ４１秒１７

加藤 義之(３)・楠川 祥生(３)・日置 雄斗(３)・林 風汰(３)

男子 棒 高 跳 田中 僚(皇學館・３) ４ ８０m
男子 砲 丸 投 三村 幸輝(稲生・３) １５ ４２m
男子 や り 投 藤盛 賢汰(稲生・３) ６３ ８９m
女子 ４００ｍ 愛敬 麻矢(桑名・３) ５６秒６５

女子 砲 丸 投 楠本 早季(近大高専・３) １２ ６３m
女子 円 盤 投 藤岡 里奈(津商・２) ３７ ６４m
女子 七種競技 西田 亜貴(桑名工・３) ４８５０点 ☆大会新

☆県高校新

３位 男子 １００ｍ 近藤 崇裕(四日市・３) １０秒８１

男子 ２００ｍ 近藤 崇裕(四日市・３) ２１秒５８

男子 １５００ｍ 松本 賢太(上野工・３) ３分５７秒９３

男子 走 幅 跳 林 風汰(宇治山田商・３) ７ ３５m
男子 円 盤 投 南 星人(南伊勢・３) ４３ ７３ ☆大会新m
男子 ハンマー投 濱井 佑斗(久居農林・３) ５４ ４５m
男子 や り 投 峰 達矢(上野工・３) ６０ ５３m
女子 ４００ｍ 大月菜穂子(桑名・３) ５６秒８２

女子 七種競技 平子 良枝(稲生・３) ４６１３点

女子 ２００ｍ 橋爪 咲奈(宇治山田商・１) ２４秒７５

女子 ８００ｍ 森田菜津紀(宇治山田商・３) ２分１３秒７７

東海高校総体 １０種目で優勝！



４位 男子 ５０００ｍ 松本 賢太(上野工・３) １４分３２秒０１

男子 ４００ｍ 今井 雄司(津商・３) ５４秒０２H
男子 三 段 跳 矢田 雄大(四日市・３) １４ ４４m
男子 円 盤 投 亀井 浩平(伊勢工・３) ４３ ２２m
男子 や り 投 小出 裕貴(稲生・２) ５６ ７９m
女子 １００ｍ 橋爪 咲奈(宇治山田商・１) １２秒２６

女子 ４×４００ｍＲ 桑名 ３分５１秒１２

寺埜 紗織(２)・大月菜穂子(３)・石川 可奈(２)・愛敬 麻矢(３)

女子 ４×１００ｍＲ 四日市商 ４７秒８６

北川 里奈(２)・樫野 有美(３)・佐久間仁美(２)・伊藤 瑞希(１)

５位 男子 ８００ｍ 楠 直也(伊勢・３) １分５５秒５２

男子 ４００ｍ 洞 誠二(近大高専・３) ５４秒１８H
男子 砲 丸 投 稲垣 太一(宇治山田商・３) １４ ７１m
男子 ハンマー投 野村 光(宇治山田商・３) ５２ ９６m
女子 ４００ｍ 作野 捺希(宇治山田商・３) ５７秒０９

女子 円 盤 投 宮本千亜希(宇治山田商・３) ３５ ８１m
６位 男子 ５０００ｍ 中村 匠吾(上野工・２) １４分３３秒６３

男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田 ４１秒９１

髙橋 誠司(３)・出口 貴大(３)・野中 奨(３)井上 宗(３)

男子 走 幅 跳 佐野 貴之(海星・３) ６ ９８m
男子 三 段 跳 大津 渉(鈴鹿高専・３) １４ ２０m
男子 や り 投 松井 孝義(津商・３) ５５ １７m
女子 走 高 跳 清水 真彩(近大高専・３) １ ６１m
女子 走 幅 跳 西田 亜貴(桑名工・３) ５ ５６m
女子 円 盤 投 大木 琴未(鳥羽・２) ３４ ９７m

男子 学校対校 総合得点 ２位 宇治山田商 ３１点 ５位 上野工１７点

フィールドの部 １位 宇治山田商 ２６点

女子 学校対校 総合得点 １位 宇治山田商 ４５点 １０年ぶり３回目

トラックの部 １位 宇治山田商 ４３点

林風汰(宇治山田商３年)が，７月８日(水)～１２日(日)，イタリアのスッドチロル・ブレッ

サノーネで開催される，第６回世界ユース陸上競技選手権大会の男子走幅跳日本代表に選ばれ

ました。健闘を祈ります。

第９３回 日本陸上競技選手権大会 入賞者
月 日(金)～ 日(日)6 25 28
広島広域公園陸上競技場

２位 男子 １５００ｍ 小林 史和(ＮＴＮ) ３分４４秒３４

女子 走幅跳 井村久美子(サニーサイドアップ) ６ｍ４６☆県新

４位 男子 円盤投 藤原 潤(八千代工業) ５１ｍ８８

５位 男子 走高跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ１５

６位 男子 ４００ｍＨ 武田 健太(日本陸送) ５１秒３３ 予選 ５０秒９２☆県新

７位 男子 １５００ｍ 大西 毅彦(ＮＴＮ) ３分４８秒０４

男子 ハンマー投 久保 幸弘(三重教員クラブ) ６１ｍ７１

女子 ５０００ｍ 杉原 加代(デンソー) １５分３６秒３０

林風汰 選手 世界ユース代表！

日本選手権 ８名が入賞！


