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ロンドンオリンピック代表選考会を兼ねた第 回日本陸上競技選手権大会が６月８日(金)96
から１０日(日)までの３日間，大阪市長居陸上競技場で開催され，男子３０００ｍＳＣで山下

洸( )選手が優勝したのをはじめ，三重県登録選手及び三重県出身の選手が活躍しました。NTN

第96回 日本陸上競技選手権大会 入賞者
６月８日(金)～１０日(日)

大阪市長居陸上競技場

優勝 男子 ３０００ｍＳＣ 山下 洸 (ＮＴＮ) ８分３４秒９５

２位 男子 走高跳 衛藤 昂 (鈴鹿高専) ２ｍ２０

３位 女子 走幅跳 井村久美子( ) ６ｍ２５( )iDEAR +1.5
女子 ５０００ｍ 尾西 美咲(積水化学) １５分３２秒８９ 出身

女子 砲丸投( ) 茂山 千尋 (国士舘クラブ) １４ｍ７５ 出身4.0kg
４位 女子 １００００ｍ 杉原 加代(デンソー) ３２分３２秒８９

５位 男子 １５００ｍ 大西 毅彦 (ＮＴＮ) ３分４７秒０６

男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) ８分４２秒１５

６位 男子 円盤投( ) 小野 真弘(筑波大) ５２ｍ６１2.0kg
８位 男子 ５０００ｍ 松本 賢太(トヨタ自動車) １３分５１秒６３ 出身

６月２日(土)～３日(日)，長野市営陸上競技場で行われた第２８回日本ジュニア陸上競技選

手権大会(混成競技)のジュニア男子十種競技で清水剛士選手(近大高専)が優勝しました。

１日目

１００ｍ 走幅跳 砲丸投 走高跳 ４００ｍ
合計得点

11.20 -0.7 6m98 -0.3 12m37 1m91 50.05清水 剛士 ( ) ( )
６９２１

２日目(近大高専)
優勝

１１０ｍＨ 円盤投 棒高跳 やり投 １５００ｍ

15.20 -0.1 29m61 3m90 46m71 4.33.96( )

訃報

６ ２３ 三重陸上競技協会理事で，伊賀白鳳高校監督の町野英二氏(享年 歳)月 日， 62
が 町野氏は，前身の上野工業高校時代から３７年間監督を努められ，全亡くなられました。

国高校駅伝出場２３回，最高４位という輝かしい実績を残されました。

謹んでご冥福をお祈り致します。

日本選手権 山下(NTN)選手が優勝！

日本ｼﾞｭﾆｱ混成 清水選手が優勝！



第 回東海高等学校総合体育大会が６月１５日(金)～１７日(日)，岐阜メモリアルセンタ59
ー長良川競技場で開催され，三重県選手は女子やり投の坂倉杏奈(四日市四郷)選手の東海高校

新記録での優勝をはじめ，男女９種目で優勝する大活躍をしました。

６位までの入賞者(競歩と混成競技は４位まで)は，７月２９日(日)～８月２日(木)に新潟県

の東北電力ビッグスワンスタジアムで行われる，秩父宮賜杯第 回全国陸上競技対校選手権64
大会に出場します。全国大会での活躍が期待されます。

第５９回 東海高等学校総合体育大会 上位入賞者
優勝 男子 ４００ｍ 愛敬彰太郎(桑名) ４７秒１３

男子 １５００ｍ 西山 雄介(伊賀白鳳) ３分５８秒９２

男子 走幅跳 竹内 大晴(近大高専) ７ｍ３６( )+0.4
男子 三段跳 水原 剛樹(稲生) １５ｍ３２( )+0.8
男子 砲丸投( ㎏) 上村 雄音(宇治山田商業) １５ｍ５５6.0
男子 ハンマー投( ㎏) 植松 直紀(久居) ５８ｍ９７6.0
男子 やり投( ㎏) 中西 啄真(伊勢工業) ６１ｍ２０0.800
女子 円盤投( ㎏) 奥野 芳佳(稲生) ３４ｍ６６1.0
女子 やり投( ㎏) 坂倉 杏奈(四日市四郷) ５０ｍ８９0.600

☆東海高校新・大会新・県新・県高校新

２位 男子 １００ｍ 諏訪 達郎(四日市工業) １０秒８１( )+0.4
男子 ２００ｍ 愛敬彰太郎(桑名) ２１秒３１( )-0.9
男子 ５０００ｍ 西山 雄介(伊賀白鳳) １４分２３秒９９

男子 ４×４００ｍＲ 桑名 ３分１３秒１６

(山下 晃輝・川瀬 孝則・岩井 聡史・愛敬彰太郎)

男子 三段跳 竹内 大晴(近大高専) １５ｍ３２( )+0.1
男子 やり投( ) 濱﨑 聖也(宇治山田商業) ６１ｍ０９800g
女子 走高跳 池住 瑞紀(名張桔梗丘) １ｍ７０

女子 砲丸投( ㎏) 中川 由貴(桑名工業) １１ｍ９５4.0
女子 やり投( ) 北村はづき(宇治山田商業) ４４ｍ９３600g

３位 男子 １５００ｍ 廣瀬 泰輔(伊賀白鳳) ３分５９秒９４

男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商業 ４１秒１４

(浦井 崚自・木下 来星・西口 航平・岡咲 和歩)

男子 円盤投( ㎏) 三村 武司(稲生) ４５ｍ２３1.75
男子 ハンマー投( ㎏) 小嶋 孝明(宇治山田商業) ５４ｍ４７6.0
男子 やり投( ) 山口慎太朗(伊勢) ６０ｍ９５800g
女子 円盤投( ㎏) 井豫亜莉沙(伊勢学園) ３４ｍ１８1.0

学校対校得点

男子 総合 ２位 宇治山田商業 ２６点

トラック ２位 伊賀白鳳 ２３点 ３位 桑名 ２２点

フィールド 優勝 宇治山田商業 ２１点 ３位 近大高専 １１点

女子 フィールド ３位 宇治山田商業 ８点

東海高校総体 ９種目で優勝！


