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◇ 第１６回 世界陸上競技選手権大会   ８／４（金）～１３（日） 於：ロンドン 

 ☆ 男子 走高跳      衛藤  昂（白子中 → 鈴鹿高専 → 筑波大 → ＡＧＦ） 

 

◇ 第２９回 ユニバーシアード競技大会   ８／２３（水）～２８（月） 於：台北 

☆ 女子 ハーフマラソン  山口 可純（光陵中 → 四日市商高 → 大東文化大） 

 

◇ 第２２回 アジア陸上競技選手権大会 ７／６（木）～９（日）於：ﾌﾞﾊﾞﾈｰｼｭﾜﾙ(ｲﾝﾄﾞ) 

☆ 男子 １００ｍ     九鬼  巧（早稲田大 → ＮＴＮ） 

☆ 男子 十種競技     清水 剛士（木本中 → 近大高専 → 中京大 → ＮＴＮ） 

 

三重県選手の世界での活躍を期待しております！ 
 
 
 

 

第１０１回 日本陸上競技選手権大会 

６／２３（金）～２５（日）  於：大阪府 ヤンマースタジアム長居 
混成競技：６／１０（土）～１１（日）  於：長野県 長野市営陸上競技場 

                                       ※は他都県登録者 
優勝 男子 走高跳      衛藤  昂（ＡＧＦ）       ２ｍ２５ 
 
３位 男子 ５０００ｍ    中村 匠吾（富士通）   １３分５０秒９１   ※上野工高出身 
   男子 十種競技     清水 剛士（ＮＴＮ）      ７５７９点 

《10.88(+0.8) - 7m37(+1.2) - 12m22 - 1m85 - 50.02 - 15.04(+0.6) - 36m86 - 4m60 - 55m07 - 4:24.07》 
   女子 ３０００ｍＳＣ  高見澤安珠（松山大）    ９分５７秒２３   ※津商高出身 
 
５位 男子 ２００ｍ     諏訪 達郎（ＮＴＮ）      ２０秒８３(+0.3) 
   女子 １００ｍ     世古  和（ＣＲＡＮＥ）    １１秒７２(+0.2) 
 
７位 男子 砲丸投      村上  輝（国士舘大）     １７ｍ１５ 
 
８位 男子 １００ｍ     九鬼  巧（ＮＴＮ）      １０秒４５(+0.6) 
   男子 ハンマー投    植松 直紀（スズキ浜松ＡＣ）  ６４ｍ４８   ※久居高出身 
   女子 １５００ｍ    倉岡 奈々（デンソー）   ４分２１秒４１ 

国際大会の日本代表に三重県選手が選出！ 

日本選手権で三重県選手が大活躍！ 



 
 
 

第６４回 東海高等学校総合体育大会 
６／１６（金）～１８（日） 於：愛知県 パロマ瑞穂スタジアム 

 
優勝 男子 棒高跳      野呂 惇人（伊勢）        ４ｍ８０ 
   男子 三段跳      伊藤  陸（近大高専）     １４ｍ５７ (-1.7) 
   男子 ハンマー投    前川 昂輝（久居）       ５８ｍ８１ 
   男子 八種競技     前川 斉幸（宇治山田商）    ５５２１点 

《11.37(+0.8) - 6m21(-1.8) - 11m29 - 51.06 - 15.59(+0.5) - 51m70 - 1m86 - 4:35.87》 
   女子 ハンマー投    伊藤エリカ（神戸）       ５２ｍ１９ 
２位 男子 ８００ｍ     和田 空翼（近大高専）   １分５６秒５３ 
   男子 １１０ｍＨ    古谷 新太（宇治山田商）    １４秒６６(+0.2) 
   男子 走幅跳      横山 宇宙（四日市工）      ７ｍ２４(+1.0) 
   女子 １００ｍＨ    西垣 朱音（松阪商）      １４秒０９(+0.1) 
   女子 やり投      奥田 愛華（伊勢工）      ４６ｍ４６ 
３位 男子 ５０００ｍＷ   服部 有佑（伊賀白鳳）  ２１分２８秒１８ 
   男子 棒高跳      中西 海斗（近大高専）      ４ｍ７０ 
   男子 砲丸投      別所 竜守（松阪商）      １６ｍ２８ 
   男子 円盤投      鴨澤 青海（宇治山田商）    ４２ｍ９４ 
   女子 砲丸投      床辺 彩乃（松阪商）      １２ｍ３３ 
   女子 七種競技     猪岡 真帆（上野）       ４４６２点 

《14.41(+1.9) - 1m48 - 8m45 - 26.13(+0.5) - 4m90(-0.3) - 28m02 - 2:24.98》 
 

東海総体で６位までに入賞した選手が全国総体（7/28～8/2 於：山形県 ND ソフト

スタジアム山形）に出場します。今年は計４０名の選手が全国に挑みます。 
男女５０００ｍＷ、男女混成競技、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投については４位までが全国

総体出場。全国総体出場者一覧は三重陸上競技協会ＨＰ内高体連のページをご覧ください。 
 
 

 
 

セイコーゴールデングランプリ陸上 2017 川崎 
５／２１（日） 於：神奈川県 川崎市等々力陸上競技場 

 
２位 男子 走高跳      衛藤  昂（ＡＧＦ）        ２ｍ３０   ☆県新 

世界選手権参加標準記録突破 

2017 日本学生陸上競技個人選手権大会 
６／９（金）～１１（日） 於：神奈川県 Shonan BMW スタジアム平塚 

 
優勝 女子 ３０００ｍＳＣ  高見澤安珠（松山大）    １０分０１秒２１   ※津商高出身 
４位 男子 走幅跳      野村 智也（東海大）        ７ｍ８４   ☆大会新 

男子 砲丸投      村上  輝（国士舘大）      １７ｍ２６   ☆県新 
５位 男子 ハンマー投    東浦 貫太（中京大）      ６４ｍ７３ 

女子 ハンマー投    東   澪（大阪体育大）    ５５ｍ８８   ☆県新 
６位 女子 棒高跳      中林 麻奈（日本体育大）     ３ｍ７０   ☆県タイ 

東海高校総体上位入賞者 いざⅠＨへ！！ 

国内大会 入賞者 


