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日清カップ 第 回 全国小学生陸上競技交流大会 入賞者29
８月２４日(土) 横浜：日産スタジアム

優勝 女子 ５年１００ｍ 須川 真衣(一志 ) １３秒４６( ) ☆県小学新Beast -0.1
３位 男子 ５年１００ｍ 中垣内太智(一志 ) １３秒２４( )Beast +0.1
６位 男子 走 高 跳 村西 一真(楠陸上 ) １ｍ４５Jr
７位 女子 ボ ー ル 投 中野 花季(度会ｴﾝﾍﾟﾗｰｽﾞ) ５８ｍ０５

第 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 入賞者40
８月２０日(火)～２２日(木)：愛知県・名古屋市瑞穂公園陸上競技場

優勝 男子 ４００ｍ 山本フェビアス(西橋内) ４９秒５５ ☆県中学新

男子 棒 高 跳 小林 俊介 (多 気) ４ｍ４５

３位 女子 １００ｍＨ 桜本 怜奈 (多 気) １４秒２５( )+0.1
６位 女子 走 高 跳 中出 里央 (伊勢港) １ｍ６３

☆ １００ｍＨの桜本怜奈(多気)選手は，８月１０日(土)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で行

われた第３５回東海中学校総合体育大会陸上競技大会で，１４秒０５( )の大会新記録で+0.8
優勝し，三重県中学校新記録を３０年ぶりに更新しました。

第 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者66
７月３０日(日)～８月３日(木)：大分県・大分スポーツ公園大分銀行ドーム

３位 男子 走 幅 跳 松岡 修平（高 田） ７ｍ４１( )+1.3
男子 砲丸投( ㎏) 村上 輝 (南伊勢) １６ｍ３９6.0

４位 女子 やり投( ㎏) 坂倉 杏奈 (四日市四郷) ５０ｍ３０0.6
５位 男子 やり投( ㎏) 濱崎 康平 (宇治山田商) ６３ｍ４０0.8
８位 男子 八 種 競 技 西村 啓佑 (近大高専) ５４０８点 ☆県高校新

＜ ( )･ ( )･ ･ ･ ( )･ ･ ･ ＞11.24 +0.2 6m37 -0.3 10m28 52.98 15.14 0 50m90 1m81 4.40.53

５種目で入賞 ～全国高校総体～

４００ｍ＆棒高跳 優勝！
～全日本中学～

県小学生新記録で優勝！
～全国小学生 ５年女子100m～



第 回アジア陸上競技選手権大会20
７月３日 (水) ～ ７日 (日)：インド(プネー)

男子 ２００ｍ ５位 小林 雄一(ＮＴＮ) ２１秒０２( )+0.7
男子 ３０００ｍＳＣ ６位 山下 洸(ＮＴＮ) ９分００秒１７

男子 走高跳 ７位 衛藤 昂(筑波大) ２ｍ１８

男子 棒高跳 ５位 田中 僚(関西学院大) ５ｍ１０

第２７回ユニバーシアード競技大会

７月７日(日)～１２日(金)：ロシア(カザン)

男子 ハーフマラソン ３位 中村 匠吾(駒澤大) １時間０４分２１秒

団体 ２位 ３時間１４分０２秒

第８回世界ユース陸上競技選手権大会

７月１０日 (水) ～ １４日 (日)：ウクライナ(ドネツク)

男子 走幅跳 ４位 松岡 修平（高 田） ７ｍ４０( )+0.6
第 回世界陸上競技選手権大会14

８月１０日 (土) ～ １８日 (日)：ロシア(モスクワ)

男子 ２００ｍ 予選４着 小林 雄一(ＮＴＮ) ２０秒９７( )+0.2
女子 ５０００ｍ 予選９着 尾西 美咲(積水化学) １６分１６秒５２

女子 マラソン 野口みずき(シスメックス) 途中棄権

第 回全国高等専門学校体育大会陸上競技 優勝者48
８月１８日(土)～１９日(日)：福島県・いわき陸上競技場

男子 ４００ｍ 藤田 尊大(鈴鹿高専) ４９秒０６

男子 １１０ｍＨ 濱本 悠司(近大高専) １５秒２０( )-2.5
男子 ４×１００ｍＲ 近大高専(島岡大貴・斎藤秀樹・牛田匡哉・清水剛士)４１秒９８

男子 走高跳 加藤健太郎(鈴鹿高専) １ｍ９７

男子 走幅跳 清水 剛士(近大高専) ７ｍ３２( )+3.4
男子 三段跳 菅 大彰(鈴鹿高専) １４ｍ８７( )+1.9
男子 やり投 川畑 夏唯(近大高専) ５８ｍ５９

男子 総合 優勝 近大高専 ８５点 男子トラック優勝 近大高専 ４８点

第５６回 東海陸上競技選手権大会 優勝者
８月２４日(土)～２５日(日)：静岡県・草薙総合運動場陸上競技場

男子 走高跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ２０

男子 走幅跳 林 風汰(早稲田大) ７ｍ６６( )+1.6
男子 円盤投( ㎏) 藤原 潤(八千代工業) ４７ｍ６３2.0
男子 やり投( ㎏) 中西 啄真(大阪体育大) ６９ｍ５２0.8
女子 やり投( ㎏) 坂倉 杏奈(四日市四郷高) ４８ｍ４２0.6

近大高専が総合３連覇
～全国高専大会～

東海選手権 ５種目で優勝

国際大会での活躍！


