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 ８月のアジア競技大会の日本代表にも選出されました世古和選手（宇治山田商高出身）が６月の日本選手

権、９月の全日本実業団に続き国体でも優勝を決めました。他にも、高校生選手が三重ＩＨに続く活躍をし、

成年のふるさと選手が地元三重のために奮闘し、多くの選手が入賞し、都道府県対抗で１３位になりました。 

 まだまだ満足できる結果とは言えませんが、若年世代からの選手の発掘や実業団選手の勧誘など尽くせる

手を尽くし、３年後の２０２１年三重国体を成功へと導きたいものです。 

 他の選手の結果や詳細については表彰式の写真とともに三重陸協ＨＰトップ画面よりご覧になれます。 

 

第 73 回 国民体育大会 陸上競技                ※はふるさと選手 

10／5（金）～9（火）  於：福井県 県営陸上競技場 

 

優勝 成年女子１００ｍ      世古  和（乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ）  １２秒２１(-2.8)※宇治山田商高出

身 

３位 少年男子Ａ走幅跳      伊藤  陸（近大高専）     ７ｍ５９(+1.2) 

４位 少年男子Ａハンマー投    川合 隆誠（三重高）     ６１ｍ４０ 

少年女子共通砲丸投     床辺 彩乃（松阪商高）    １３ｍ６９ 

５位 成年男子４００ｍ      東  魁輝（ＮＴＮ）     ４６秒９６ 

   少年男子Ａ棒高跳      田中 悠貴（皇學館高）     ４ｍ８０ 

   少年男子共通円盤投     鴨澤 青海（宇治山田商高）  ４７ｍ０１ 

６位 成年男子砲丸投       村上  輝（国士舘クラブ）  １６ｍ９２  ※南伊勢高出身 

   少年男子共通５０００ｍＷ  村手 光樹（上野高）  ２０分４０秒２２ 

   成年女子砲丸投       茂山 千尋（国士舘クラブ）  １４ｍ４７  ※宇治山田商高出身 

７位 少年Ｂ男子走幅跳      伊藤  渉（近大高専）     ７ｍ１１(+5.1) 

   成少男子共通４×１００ｍＲ 三重             ４０秒３２ 

西山桐矢(四日市工高)―林哉太(四日市工高) 

―上山紘輝(近畿大※宇治山田商高出身)―山路康太郎(四日市工高) 

   少年女子共通三段跳     中山 実優（三重高）     １２ｍ０５(+1.3) 

 天皇杯 第１３位 ６０．５点    皇后杯 第１９位 ２８点 

 

 

 

 

 

 昨年の山形ＩＨでは入賞者数が男女合計２種目と三重ＩＨに向けて不安が残るような結果でしたが、今年

は男女合計１２種目で入賞しました。特に男子では都道府県対抗で第６位と大都市県以外では最高位となる

ことができました。チーム三重の力や各校顧問の先生方のご指導の賜物だと思います。 

 ＩＨ出場者を一人ひとり見てみてみますとこの大舞台で、あの酷暑の中で、大きく記録を伸ばす選手が多

く、その精神力には舌を巻きます。また、今年は前年開催地の山形県選手の活躍も見られ、特に女子の都道

府県対抗で山形県は第７位になりました。今年の三重県出場選手には１，２年生が多数（出場者全体の約３

分の１）おり、先日行われた県新人大会ではＩＨ経験者が好記録で優勝する姿が多く見られました。１０月

末の東海高校新人や来年の沖縄ＩＨにも期待が膨らみます。 

 ２０２０三重全中、２０２１三重国体と大きな全国大会の三重県開催が続きます。三重ＩＨに負けず、大

福井しあわせ元気国体 

熱かった、暑かった、三重ＩＨ 



成功を収めたいと思います。 

 

第 71 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 

8／2（木）～6（月）  於：三重交通 G スポーツの杜伊勢陸上競技場 

 

３位 男子４×１００ｍＲ  四日市工            ４０秒３６ 

（西山桐矢―林哉太―高橋隆晟―山路康太郎） 

   男子円盤投      鴨澤 青海（宇治山田商）    ４９ｍ１０ 

   男子ハンマー投    川合 隆誠（三重）       ６４ｍ３６   県高校新 

４位 男子５０００ｍＷ   村手 光樹（上野）    ２１分１７秒０９ 

５位 男子棒高跳      田中 悠貴（皇學館）       ４ｍ８５ 

   男子三段跳      伊藤  陸（近大高専）     １５ｍ３１(-0.7) 

   男子円盤投      三井 康平（稲生）       ４８ｍ２７ 

   女子七種競技     藤田 紗江（松阪商）      ４９０３点   県高校新 

６位 女子砲丸投      床辺 彩乃（松阪商）      １３ｍ５８ 

７位 男子１００ｍ     山路康太郎（四日市工）     １０秒７４(-0.3) 

   男子５０００ｍＷ   荒川 尚輝（上野）    ２１分２６秒４８ 

８位 女子やり投      松永 莉穂（四日市四郷）    ４５ｍ７３ 

都道府県対抗  男子 第６位 ３９点  女子 第２５位 ８点 

 

 

 

 

 

第 53 回 全国高等学校定時制通信制陸上競技大会 

8／10（金）～12（日） 於：東京都 駒沢オリンピック公園陸上競技場 

優勝 男子三段跳      岡  拓矢（大橋学園）     １３ｍ５２(+1.7) 

３位 男子走幅跳      岡  拓矢（大橋学園）      ６ｍ２０(+0.5) 

 

 昨年三段跳で５位に入賞した岡選手が今年は記録も大きく伸ばし見事優勝しました。また、走幅跳におい

ても昨年は１０位と入賞を逃しましたが、３位に入賞をしました。まだ２年生の岡選手の今後に期待ができ

ます。 

 

日清カップ 第 34 回 全国小学生陸上競技交流大会 

8／18（土） 於：神奈川県 日産スタジアム 

２位 女子５年１００ｍ   北尾 心映（いすずＵＫ）    １３秒３６(+0.7) 

３位 男子４×１００ｍＲ  ゆめが丘ＲＣ          ５１秒０２ 

（前川真誉―吉福怜央―福井涼晟―門口隼翔） 

男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  奥野 泰希（ＪＡＣ ＥＡＳＴ） ６２ｍ３２ 

５位 女子走幅跳      宮崎 藍果（イムラＡＡ）     ４ｍ６７(-1.0) 

 

 奥野選手、宮崎選手は県大会において県小学記録を更新し、北尾選手は県小学記録まで 0.02 秒と迫る記

録でした。２年後の三重全中の中心選手となるでしょう。 

 

第 53 回 全国高専体育大会陸上競技選手権（優勝者） 

8／18（土）～19（日） 於：熊本県 えがお健康スタジアム 

優勝 男子１００ｍ     中脇 裕也（鈴鹿高専）     １０秒７６(+2.7) 

全国大会報告 



 男子走高跳      本田 基偉（近大高専）      １ｍ９８ 

 男子棒高跳      小林 俊介（近大高専）      ４ｍ６０ 

男子走幅跳      伊藤  陸（近大高専）      ７ｍ１８(+1.1) 

男子三段跳      伊藤  陸（近大高専）     １５ｍ６１(0.0)  大会新 

女子４×１００ｍＲ  鈴鹿高専            ５１秒１４ 

（大葉美月―太田ひまり―毛利莉子―中出里央） 

女子走高跳      大門 あい（鈴鹿高専）      １ｍ６２   大会タイ 

 

第 45 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 

8／19（日）～21（火） 於：岡山県 総合グラウンド陸上競技場 

２位 男子１１０ｍＨ    山田 真大（三雲）       １４秒０９(+2.7) 

６位 男子棒高跳      橋爪 蒼葉（多気）        ４ｍ２０ 

女子砲丸投      西井 琳音（五十鈴）      １４ｍ１５ 

 

第 87 回 日本学生陸上競技対校選手権大会 

9／6（木）～9（日） 於：神奈川県 川崎市等々力陸上競技場 

５位 男子やり投      中西 啄真（大阪体育大）    ７０ｍ７６ 

６位 男子走幅跳      野村 智也（東海大）       ７ｍ５８(-0.3) 

８位 男子ハンマー投    村木 亮太（九州共立大）    ５９ｍ８０ 

 

第 66 回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会           ※は他都県登録 

9／21（金）～23（日） 於：大阪府 ヤンマースタジアム長居 

優勝 女子１００ｍ     世古  和（ＣＲＡＮＥ）    １１秒６６(-0.1) ※宇治山田商高出身 

２位 男子４×１００ｍＲ  ＮＴＮ             ３９秒７１ 

（東魁輝―九鬼巧―小林雄一―愛敬彰太郎） 

女子砲丸投      茂山 千尋（落合中教）     １４ｍ７９   ※宇治山田商高出身 

３位 男子４００ｍ     東  魁輝（ＮＴＮ）      ４６秒８３ 

   男子棒高跳      逸見 俊太（近大高専教）     ５ｍ３５ 

４位 男子２００ｍ     小林 雄一（ＮＴＮ）      ２１秒０８(+0.1) 

   女子２００ｍ     永野真莉子（デンソー）     ２４秒３８(+0.2) 

   女子４００ｍ     樫山  楓（ＮＴＮ）      ５５秒１９ 

５位 男子１００ｍ     九鬼  巧（ＮＴＮ）      １０秒３５(0.0) 

   女子２００ｍ     名倉 千晃（ＮＴＮ）      ２４秒３８(+0.2) 

６位 女子２００ｍ     樫山  楓（ＮＴＮ）      ２４秒４４(+0.2) 

７位 男子砲丸投      村上  輝（Olympia）      １６ｍ６７   ※南伊勢高出身 

８位 男子円盤投      大山 祐史（ﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ）   ４８ｍ０４ 

 


