
三重陸協広報部発行

第１号

平成 年７月２日23

国際大会の日本代表に三重県から７名の選手が選ばれました。各選手の健闘を祈ります。

国際大会日本代表選手
第13回 IAAF世界陸上競技選手権大会

８月２７日(土)～ ９月４日(日) テグ(韓国)

☆男子 マラソン 北岡 幸浩( ) ☆女子 杉原 加代(デンソー) ※内定NTN 10000m

第７回 世界ユース陸上競技選手権大会
７月６日(水)～１０日(日) リール(フランス)

☆男子 ･ 諏訪 達郎(四日市工高) ☆男子 愛敬 彰太郎(桑名高)100m 200m 400m

第１９回 アジア陸上競技選手権 兵庫・神戸大会
７月７日(木)～７月１０日(日)

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

☆男子 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) ☆男子 走高跳 衛藤 昂 (鈴鹿高専)3000mSC
☆女子 走幅跳 井村 久美子( )iDEAR

第95回 日本陸上競技選手権大会 入賞者
６月１０日(金)～１２日(日)

埼玉：熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園陸上競技場

優勝 女子 １００００ｍ 杉原 加代(デンソー) ３２分１８秒７９

☆ 世界選手権代表内定

女子 走幅跳 井村 久美子( ) ６ｍ３９( )iDEAR +1.5
２位 男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) ８分３７秒６９

男子 走高跳 衛藤 昂 (鈴鹿高専) ２ｍ１９

４位 男子 １５００ｍ 小林 史和 (ＮＴＮ) ３分４９秒２８

５位 男子 円盤投( ) 小野 真弘(筑波大) ５１ｍ３３2.0kg
７位 男子 ４００ｍ 武田 健太(日本陸送) ４７秒３６

男子 ３０００ｍＳＣ 菊池 敦郎(ＮＴＮ) ９分１３秒４８

女子 砲丸投( ) 茂山 千尋 (国士舘大) １４ｍ１５4.0kg

世界にはばたけ！三重のアスリート
～７名が日本代表に～

日本選手権で２選手が優勝！



第 回東海高等学校総合体育大会が６月１７日(金)～１９日(日)，静岡県小笠山総合運動58
公園静岡スタジアムで開催され，三重県選手は，男女１００ｍ・２００ｍをはじめ７種目で優

勝するなど大活躍をしました。６位までの入賞者(競歩と混成競技は４位まで)は，８月３日

(木)～７日(月)に岩手県：北上総合運動公園北上陸上競技場で行われる，秩父宮賜杯第 回63
全国陸上競技対校選手権大会に出場します。全国大会での活躍を期待します。

第５８回 東海高等学校総合体育大会 上位入賞者
優勝 男子 １００ｍ 諏訪 達郎(四日市工業) １０秒６８( )0.0

男子 ２００ｍ 諏訪 達郎(四日市工業) ２１秒７８( )-0.7
男子 １５００ｍ 西山 雄介(伊賀白鳳) ３分５４秒９１

男子 ４×４００ｍＲ 桑名工業 ３分１４秒０９

(山室 勇太・水谷 拓也・稲垣 夏生・松尾慎太郎)

男子 ハンマー投( ㎏) 丹生 将稔(伊勢工業) ６０ｍ９８6.0
女子 １００ｍ 伊藤 瑞希(四日市商業) １２秒０２( )+0.3
女子 ２００ｍ 伊藤 瑞希(四日市商業) ２４秒５３( )+0.1

２位 男子 ４００ｍ 愛敬彰太郎(桑名) ４７秒７１

男子 １５００ｍ 西山 凌平(伊賀白鳳) ３分５５秒６８

男子 ５０００ｍ 西山 雄介(伊賀白鳳) １４分２２秒６５

男子 ４×１００ｍＲ 桑名工業 ４０秒８６

(稲垣 夏生・松尾慎太郎・山室 勇太・加藤 慎也)

男子 三段跳 西澤 団(宇治山田商業) １４ｍ３９( )+0.1
男子 やり投( ) 中西 啄真(伊勢工業) ６１ｍ２３800g
女子 ４００ｍ 橋爪 咲奈(宇治山田商業) ５５秒９９

女子 １００ｍＨ 辻 彩美(桑名) １４秒０７( )0.0
女子 やり投( ) 田中 彩穂(津商業) ４６ｍ３７600g

３位 男子 ２００ｍ 愛敬彰太郎(桑名) ２１秒９０( )-0.7
男子 ５０００ｍＷ 岩橋 裕真(鳥羽商船高専) ２２分２２秒４１

男子 砲丸投( ㎏) 上村 雄音(宇治山田商業) １５ｍ０４6.0
男子 円盤投( ㎏) 久保田大輝(近大高専) ４３ｍ０２1.75
女子 ４×１００ｍＲ 四日市商業 ４６秒９７

(松浦 史奈・田矢 愛美・西村 佳奈・伊藤 瑞希)

女子 ４×４００ｍＲ 宇治山田商業 ３分４９秒７６

(角谷 侑香・岩井 智香・橋爪 咲奈・寺田 菜美)

女子 やり投( ) 畑 菜々美(稲生) ４５ｍ０１600g
女子 七種競技 藪木 彩乃(宇治山田商業) ４２６７点

学校対校得点

男子 トラック ３位 伊賀白鳳 １８点 フィールド ３位 宇治山田商業 １２点

女子 総合 ３位 宇治山田商業 ２２点 トラック ３位 四日市商業 １６点

東海高校総体 ７種目で優勝！


