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第 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 入賞者39
８月２０日(月)～２２日(水)

千葉県：総合スポーツセンター陸上競技場

優勝 男子 ４×１００ｍＲ 文岡 (山下 晟弥・吉田 雷希・齋木 恭・中村 鴻作)

４３秒２７(予選：４３秒２３，準決勝：４３秒２２）

☆ 東海中学新 ☆ 三重県中学新

６位 女子 四種競技 中西 陽菜(多気) ２７１５点

( 秒 ，走高跳 ，砲丸投 ， 秒 )100mH-15 52 -1m54 -12m41 200m-28 56
８位 男子 ４００ｍ 奥川 魁斗(松阪西) ５１秒５９

男子 走 高 跳 永井奈央起(山手) １ｍ８７

女子 １００ｍ 林田珠里那(度会) １２秒５９( )-1.7

第 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者65
７月２９日(日)～８月２日(木)

新潟県：東北電力ビッグスワンスタジアム

２位 男子 ４００ｍ 愛敬彰太郎（桑名） ４７秒８４

３位 男子 １５００ｍ 西山 雄介（伊賀白鳳） ３分４６秒４８

☆東海高校新 ☆三重県高校新

男子 三 段 跳 竹内 大晴 (近大高専) １５ｍ３８( )-0.8
男子 ハンマー投 植松 直紀 (久居) ６０ｍ０２

５位 男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商 ４０秒７２

（西口 航平・木下 来星・小池 龍緯・岡咲 和歩）

７位 男子 ５０００ｍ 西山 雄介（伊賀白鳳） １４分１６秒５１

男子 走 幅 跳 竹内 大晴 (近大高専) ７ｍ１２( )-0.8
８位 男子 １５００ｍ 畔柳 隼弥（伊賀白鳳） ３分４９秒２６

男子 ４×１００ｍＲ 四日市工 ４２秒３２

（中川 想基・田中 翔真・川喜田 剛志・諏訪 達郎）

男子 や り 投 中西 琢真 (伊勢工) ６２ｍ００

日清カップ 第 回 全国小学生陸上競技交流大会 入賞者28
８月２５日(土) 横浜：日産スタジアム

２位 男子 ８０ｍＨ 森 辰好(川越町陸上少年団) １２秒１８( ) ☆県小学校新0.0
予選 １２秒０８( )☆県小学校新+1.8

６位 女子 ６年１００ｍ 吉川理香子(ゆめが丘ＲＣ) １３秒３７( )-0.7

上位入賞４種目 ～北信越かがやき総体～

２種目で入賞 ～全国小学生～

文岡中優勝！～全日本中学４００ｍR～



－ 誕生した新記録 －

○ 中学男子 ４×１００ｍＲ ☆東海中学新 ☆三重県中学新

文岡中学校 (山下 晟弥・吉田 雷希・齋木 恭・中村 鴻作) ４３秒１１

東海中学陸上 ８月１１日(土) 静岡県：小笠山総合運動公園静岡スタジアム

○ 高校男子 ４×１００ｍＲ ☆東海高校タイ ☆三重県高校新

宇治山田商業高校 （浦井 崚自・木下 来星・小池 龍緯・岡咲 和歩） ４０秒４１

東海選手権 ８月２５日(土) 三重県営陸上競技場

○ 高校男子 ４×４００ｍＲ ☆三重県新 ☆三重県高校新

桑名高校 (山下 晃輝・川瀬 孝則・岩井 聡史・愛敬彰太郎) ３分１２秒３２

三重県選手権 ７月８日(日) 三重県営陸上競技場

第 回全国高等専門学校体育大会陸上競技 優勝者47
８月２５日(土)・２６日(日)

鳥取県：コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技

男子 ４００ｍ 藤田 尊大(鈴鹿高専) ４８秒８３

男子 １５００ｍ 加藤 佑樹(鈴鹿高専) ４分００秒９４

男子 ４×１００ｍＲ 近大高専(島岡大貴・斎藤秀樹・清水剛士・牛田匡哉)４２秒１８

男子 走高跳 衛藤 将(鈴鹿高専) １ｍ９７

男子 走幅跳 竹内 大晴(近大高専) ７ｍ２６( )+1.8
男子 三段跳 長谷川 諒(近大高専) １４ｍ３３( )+0.7
女子 走幅跳 矢口 栞梨(近大高専) ５ｍ１６( )-1.0
男子 総合 優勝 近大高専 ７５点

男子トラック優勝 鈴鹿高専 ４３点 男子フィールド優勝 近大高専 ３９点

第５５ 回 東海陸上競技選手権大会 優勝者
８月２５日(土)・２６日(日) 三重県営陸上競技場

男子 １００ｍ 中井 一磨(東海大) １０秒４７( )+1.3
男子 ５０００ｍ 笹沼 悠司(ＮＴＮ) １４分３３秒２８

男子 ４００ｍＨ 武田 健太(日本陸送) ５１秒３６

男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝裕吉(ＮＴＮ) ８分５５秒０９

男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商高 ４０秒４１ ☆東海高校タイ ☆県高校新

男子 走高跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ１３

男子 走幅跳 楠川 祥生(筑波大) ７ｍ５２( )+3.0
男子 三段跳 山本 格(三重教員ＡＣ) １６ｍ２２( )+3.8
男子 やり投 峰 達矢(大阪体育大) ７０ｍ８１

女子 ５０００ｍ 坂本 喜子(三重陸協) １６分５９秒２９

女子 砲丸投 伊川 綾子(三重陸協) １２ｍ４２

女子 やり投 奥村つかさ(中京大) ４９ｍ８９ ☆三重県新

リレー種目で新記録続出！

近大高専が総合優勝 ～全国高専大会～

東海選手権 １２種目で優勝


