
回数 年度 開催地 種目 名前 所属 記録
第01回 昭和23年 愛知
第02回 昭和24年 大阪
第03回 昭和25年 栃木 女子走高跳 服部千恵子 四日市 1m45
第04回 昭和26年 石川 女子100m 西田　芳子 津 13.0
第05回 昭和27年 長野
第06回 昭和28年 神奈川
第07回 昭和29年 熊本
第08回 昭和30年 山形
第09回 昭和31年 高知
第10回 昭和32年 富山 女子総合 四日市　7位 9点
第11回 昭和33年 山口
第12回 昭和34年 東京
第13回 昭和35年 兵庫
第14回 昭和36年 静岡 女子円盤投 小西　正子 伊勢 37m23
第15回 昭和37年 大分 男子棒高跳 喜田　武志 伊勢 4m00

男子棒高跳 喜田　武志 伊勢 4m41
男子200mH 磯田　雅也 伊勢 24.6

第17回 昭和39年 大阪 男子4×200mR 橘・安藤・尾崎・豊田 三重 1.30.7
女子総合 松阪女子 26点
女子都道府県対抗 1位 26点
女子走幅跳 宮原迪子 松阪女子 5m65

第19回 昭和41年 青森
男子4×400mR 龍田・田川・松林・谷本 三重 3.22.7
女子800m 中川　和子 松阪女子 2.17.7
女子都道府県対抗 4位 15点
男子砲丸投 中川　正行 三重 15m82
女子円盤投 森　摩知子 松阪女子 40m82

第22回 昭和44年 群馬 男子砲丸投 中川　正行 三重 16m58
第23回 昭和45年 和歌山
第24回 昭和46年 徳島 男子砲丸投 松澤　二一 神戸 16m36

男子都道府県対抗 3位 33点
男子4×400mR 宮山・山本・垣内・矢口 宇治山田商 3.22.1
男子三段跳 森本　高夫 三重 15m54
女子総合 1位 宇治山田商 22点
女子都道府県対抗 1位 34点
男子都道府県対抗 4位 29点
男子800m 瀬古　利彦 四日市工 1.55.4
男子1500m 瀬古　利彦 四日市工 4.05.0
男子4×100mR 榊原・宮山・垣内・畑 宇治山田商 42.4
男子4×400mR 宮山・榊原・山中・垣内 宇治山田商 3.21.8
女子200m 福田　郷美 宇治山田商 25.4
女子砲丸投 三木　逸子 松阪女子 13m10
女子円盤投 井村　幸江 松阪女子 39m90
男子都道府県対抗 5位 22点
女子都道府県対抗 6位 16点
男子800m 瀬古　利彦 四日市工 1.55.2
男子1500m 瀬古　利彦 四日市工 4.01.8

第28回 昭和50年 東京
男子やり投 石谷　幸久 宇治山田商 67m64
女子4×100mR 西田・松田・成瀬・西岡 宇治山田商 48.02

第30回 昭和52年 岡山
第31回 昭和53年 福島
第32回 昭和54年 滋賀

三重県の全国高校総体の軌跡
(総合優勝校・種目別優勝者・都道府県対抗）

長野

第26回 昭和48年 三重

第27回 昭和49年 福岡

第29回 昭和51年

第21回 昭和43年 広島

第25回 昭和47年 山形

第16回 昭和38年 新潟

第18回 昭和40年 大分

第20回 昭和42年 福井



回数 年度 開催地 種目 名前 所属 記録

三重県の全国高校総体の軌跡
(総合優勝校・種目別優勝者・都道府県対抗）

男子都道府県対抗 1位 33点
男子4×100mR 山本・野呂・松下・小池 宇治山田商 41.97
男子三段跳 山下　訓史 尾鷲工 15m49
男子三段跳 山下　訓史 尾鷲工 14m87
男子1500mSC 愛敬　重之 四日市工 4.12.0

第35回 昭和57年 鹿児島
第36回 昭和58年 愛知 男子110mH 村島　正敏 宇治山田 14.79
第37回 昭和59年 秋田
第38回 昭和60年 石川
第39回 昭和61年 山口 男子400m 豊田　佳人 神戸 47.34
第40回 昭和62年 北海道
第41回 昭和63年 兵庫
第42回 平成元年 高知

女子3000mW 内田　智子 四日市 14.18.13
女子砲丸投 竹内　智子 宇治山田商 13m91

第44回 平成 3年 静岡
第45回 平成 4年 宮崎
第46回 平成 5年 栃木 男子棒高跳 安田　　覚 桑名西 5m05
第47回 平成 6年 富山

女子都道府県対抗 6位 22点
女子円盤投 鈴木　智子 津商 44m40
女子都道府県対抗 5位 24点
女子砲丸投 市岡　寿実 津商 14m68
女子やり投 山口　直子 津商 48m62

第50回 平成 9年 京都 女子砲丸投 市岡　寿実 津商 15m53
第51回 平成10年 香川
第52回 平成11年 岩手 男子4×100mR 山際・中村・釜谷・北岡 宇治山田商 40.47
第53回 平成12年 岐阜
第54回 平成13年 熊本 男子400m 樋口　信吾 名張桔梗丘 47.37
第55回 平成14年 茨城 女子円盤投 田尻　啓子 津商 44m11
第56回 平成15年 長崎
第57回 平成16年 島根

男子1500m 高林　祐介 上野工 3.49.53
男子砲丸投 南　　幸裕 宇治山田商 18m59

第59回 平成18年 大阪
第60回 平成19年 佐賀
第61回 平成20年 埼玉 男子4×100mR 長谷川・中井・栁原・林 宇治山田商 40.89

女子100m 世古　　和 宇治山田商 11.68
女子4×100mR 木下・橋爪・作野・世古 宇治山田商 46.02

第63回 平成22年 沖縄 男子ハンマー投 森本　涼太 宇治山田商 61m21
第64回 平成23年 岩手
第65回 平成24年 新潟
第66回 平成25年 大分
第67回 平成26年 山梨
第68回 平成27年 和歌山 男子ハンマー投 村木　亮太 久居 63m62
第72回 令和元年 沖縄 男子円盤投 三井　康平 稲生 50m23
第73回 令和2年 静岡
第74回 令和3年 福井 男子ハンマー投 小河　彪 久居 65m48

第33回 昭和55年

第58回

平成 7年

奈良平成21年第62回

第49回 平成 8年 山梨

愛媛

千葉

第43回 平成02年 宮城

第48回

第34回 昭和56年

平成17年

烏取

神奈川

中止



2位 110mH 長谷　正視 津 16.1
4位 走幅跳 谷尾　晃 尾鷲 6m48

1位 走高跳 服部千恵子 四日市 1m45

2位 走高跳 上出　二造 高田 1m75 1位 100m 西田　芳子 津 13.0
3位 走幅跳 西田　芳子 津 4m99
6位 やり投 長谷川しげ子 久居 29m27
5位 学校対抗 津 10点

2位 砲丸投 藤田　匡肖 名張 13m13

2位 走高跳 上出　二造 菰野定時制 1m79 4位 やり投 位田　保子 四日市 34m77

2位 80mH 岡島　香里 四日市 13.0

2位 走幅跳 鯖戸　紀子 四日市 5m32
新　美喜子
鯖戸　紀子
端山　恭子
今村　恵子

5位 走高跳 西田　恵子 松阪 1m48
7位 学校対抗 四日市 9点

3位 円盤投 高木　たづ 四日市 35m60
5位 走幅跳 川添　裕子 伊勢 5m28
6位 円盤投 渡辺　久美 四日市 32m60

4位 砲丸投 渡辺　久美 四日市 11m25
4位 円盤投 渡辺　久美 四日市 36m14

4位 やり投 広垣　和重 宇治山田商 54m81 1位 円盤投 小西　正子 伊勢 37m23

1位 棒高跳 喜田　武志 伊勢 4m00 3位 100m 山本　智津子 松阪女子 12.4
3位 110mJH 磯田　雅也 伊勢 15.3

1位 200mH 磯田　雅也 伊勢 24.6 西川　初代
1位 棒高跳 喜田　武志 伊勢 4m41 中屋　加子
3位 110mJH 磯田　雅也 伊勢 14.9 橋本芙佐子
4位 学校対抗 伊勢 16点 山本智津子

2位 砲丸投 山口てい子 松阪女子 12m81
3位 100m 山本　智津子 松阪女子 12.4
3位 学校対抗 松阪女子 14点

橘　　泰夫 2位 円盤投 早崎　貴子 松阪女子 38m68
安藤　高士 3位 砲丸投 早崎　貴子 松阪女子 12m22
尾崎　芳夫 7位 学校対抗 松阪女子 9点
豊田　利一

3位 400m 小山　由喜 神戸 50.1
6位 200m 豊田　利一 三重 22.7

第12回 　1959年(昭和34年） 　国立

4×100ｍR3位 四日市 51.8

第6回 　1953年(昭和28年） 　横浜

第8回 　1955年(昭和30年） 　酒田

第10回 　1957年(昭和32年） 　富山

第11回 　1958年(昭和33年） 　下関

第2回　1949年(昭和24年）　　大阪

第3回　1950年(昭和25年） 　宇都宮

第4回 　1951年(昭和26年） 　金沢

第5回 　1952年(昭和27年） 　長野

松阪女子

全国総体の軌跡　第2回より

入賞者一覧

第14回 　1961年(昭和36年） 　草薙

第15回 　1962年(昭和37年） 　大分

第16回 　1963年(昭和38年） 　新潟

2位 4×100ｍR

4×200ｍR 三重 1.30.7

49.8

第17回 　1964年(昭和39年） 　長居

1位



2位 円盤投 成瀬　安史 三重 44m86 1位 走幅跳 宮原　迪子 松阪女子 5m65
堀内　唯光 2位 800m 森島　悦子 松阪女子 2.21.3
新堂　　守 垣内　洋子
安藤　高士 森内美恵子
橘　　泰夫 伝田千代子

4位 三段跳 山中　貞夫 津 14m46 橋本芙佐子
2位 砲丸投 豊田いよ子 松阪女子 12m58
3位 200m 伝田千代子 松阪女子 25.6
6位 100m 伝田千代子 松阪女子 12.8
1位 学校対抗 松阪女子 26点

5位 砲丸投 浜田　裕三 三重 15m06 2位 800m 中川ひろ子 松阪女子 2.19.1
3位 800m 中川　和子 松阪女子 2.19.9
7位 学校対抗 松阪女子 9点

龍田　　洋 1位 800m 中川　和子 松阪女子 2.17.7
田川　公清 4位 円盤投 森　磨知子 松阪女子 37m20
松林　広孝 8位 学校対抗 松阪女子 9点
谷本　信光

1位 砲丸投 中川　正行 三重 15m82 1位 円盤投 森　摩知子 松阪女子 40m82
2位 砲丸投 大山　幸孝 三重 15m67 3位 五種競技 久保　宏美 松阪女子 3936点
2位 走高跳 平岡　令孝 三重 1m90 黒沢　御幸
7位 三段跳 佐々木　元 三重 14m65 谷口　和代
5位 学校対抗 三重 16点 林　　久代

荻野　雅子
6位 走高跳 久保　宏美 松阪女子 1m58
8位 やり投 中島　育子 松阪女子 37m90
3位 学校対抗 松阪女子 15点

1位 砲丸投 中川　正行 三重 16m58 4位 五種競技 久保　宏美 松阪女子 3892点
2位 三段跳 中尾　重志 皇學館 14m85
6位 円盤投 三瀬　宰平 三重 44m28

5位 砲丸投 松澤　二一 神戸 14m84 7位 100mH 内匠　都子 松阪女子 15.4
7位 走幅跳 松岡　　晃 松阪 6m87
8位 1500mSC 三鬼　嘉明 四日市商 4.32.4

1位 砲丸投 松澤　二一 神戸 16m36 8位 砲丸投 渥美富貴代 松阪女子 11m89
2位 1500mSC 宮田藤志次 四日市工 4.37.2
4位 800m 加藤　幸晴 四日市南 2.05.5
8位 100m 島村　佳衛 三重 11.7

宮山　晋一 3位 800m 神戸くみ子 松阪女子 2.17.5
山本　　恵 6位 砲丸投 木下　令子 松阪女子 12m50
垣内　寿宏 磯崎
矢口　孝司 山口

1位 三段跳 森本　高夫 三重 15m54 三橋佳津子
2位 400m 矢口　孝司 宇治山田商 49.0 福田　郷美

榊原　信之
宮山　晋一
世古　　覚
矢口　孝司

3位 800m 瀬古　利彦 四日市工 1.54.6
6位 200m 矢口　孝司 宇治山田商 22.7
6位 やり投 山本　　恵 宇治山田商 54m26
8位 1500mSC 鈴木　康文 宇治山田商 4.36.2
2位 学校対抗 宇治山田商 18点

3位 4×100ｍR 松阪女子 49.6

第18回 　1965年(昭和40年） 　大分

3位
松阪女子

7位 4×100ｍR

第21回 　1968年(昭和43年） 　広島

第22回 　1969年(昭和44年） 　群馬

2位 4×100ｍR 49.6

第19回 　1966年(昭和41年） 　青森

第20回 　1967年(昭和42年） 　福井

1位 4×400ｍR 三重 3.22.7

4×100ｍR 三重 43.5

第23回 　1970年(昭和45年） 　和歌山

第24回 　1971年(昭和46年） 　鳴門

第25回 　1972年(昭和47年） 　山形

1位 4×400ｍR 宇治山田商

49.6

3.22.1

宇治山田商

2位 4×100ｍR 宇治山田商 43.2



1位 800m 瀬古　利彦 四日市工 1.55.4 1位 200m 福田　郷美 宇治山田商 25.4
1位 1500m 瀬古　利彦 四日市工 4.05.0 3位 100m 福田　郷美 宇治山田商 12.5

榊原　信之 5位 400m 井上たまみ 宇治山田商 58.9
宮山　晋一 5位 100mH 西田　恭子 宇治山田商 15.9
垣内　寿宏 磯崎　伸子
畑　　武美 井上たまみ
宮山　晋一 三橋佳津子
榊原　信之 福田　郷美
山中　明久 1位 砲丸投 三木　逸子 松阪女子 13m10
垣内　寿宏 2位 砲丸投 西岡喜美代 宇治山田商 12m52

4位 円盤投 服部　政宏 桑名 45m48 1位 円盤投 井村　幸江 松阪女子 39m90
5位 三段跳 喜多　寿尚 宇治山田商 14m66
2位 学校対抗 宇治山田商 14点 1位 学校対抗 宇治山田商 22点
5位 学校対抗 四日市工 12点 4位 学校対抗 松阪女子 12点

1位 800m 瀬古　利彦 四日市工 1.55.2 松田　光代
1位 1500m 瀬古　利彦 四日市工 4.01.8 井上たまみ
2位 5000m 瀬古　利彦 四日市工 14.56.2 三橋佳津子

鈴木　基幸 福田　郷美
畑  　信広 5位 走高跳 糸井　佳子 松阪女子 1m69
榊原　信之 5位 砲丸投 西岡喜美代 宇治山田商 12m29
仲村　俊寿 8位 砲丸投 三木　逸子 松阪女子 11m54

6位 三段跳 喜多　寿尚 宇治山田商 14m79 2位 円盤投 田村　容子 松阪女子 36m66
7位 やり投 堀本　敏和 三重 56m74 5位 やり投 三木　逸子 松阪女子 41m20
2位 学校対抗 四日市工 17点 5位 学校対抗 松阪女子 9点

4位 400mH 田中　由一 宇治山田商 54.87 西尾真由美
笠松　　誠 松田  光代
小倉  宗則 成瀬千勢子
鈴木　基幸 小島　里美
仲村　俊寿 6位 100m 松田　光代 宇治山田商 12.61

5位 やり投 大河内義弘 伊勢工 59m74 6位 砲丸投 三木　逸子 松阪女子 12m03
8位 三段跳 山本　啓二 宇治山田商 14m67 7位 100mH 中川アツ子 宇治山田商 15.38

7位 やり投 三木　逸子 松阪女子 41m62
8位 走幅跳 石津　和子 松阪女子 5m60

1位 やり投 石谷　幸久 宇治山田商 67m64 西田由香里
5位 砲丸投 矢藤　昌克 神戸 15m63 松田  光代

成瀬千勢子
西岡美奈子

2位 100m 松田　光代 宇治山田商 12.28
5位 200m 松田　光代 宇治山田商 25.39
7位 やり投 尾花　姿子 皇學館 39m38
4位 学校対抗 宇治山田商 13点

2位 砲丸投 矢藤　昌克 神戸 16m59 8位 円盤投 西岡　玉貴 松阪女子 36m74

黒沢 2位 円盤投 川浦日出美 松阪女子 40m40
前川 8位 砲丸投 榊原　千佳 宇治山田商 11m79
小池
野村

8位 五種競技 宮木　浩 員弁 3614点

4位 400m 小池　弘文 宇治山田商 49.58 6位 砲丸投 松本　宣子 暁 12m45
4位 110mJH 玉木　修年 宇治山田商 14.77

山本　知弘
野呂  圭一
松下　敏幸
小池　弘文

第30回 　1977年(昭和52年） 　岡山

第31回 　1978年(昭和53年） 　福島

4位 4×100ｍR 宇治山田商 42.74

宇治山田商 3.27.6

第32回 　1979年(昭和54年） 　大津

宇治山田商 48.02

4×100ｍR
4位 4×100ｍR 宇治山田商

1位

8位 4×400ｍR

4×100ｍR

第28回 　1975年(昭和50年） 　国立

42.33
3位 宇治山田商 48.62

第29回 　1976年(昭和51年） 　長野

4位 4×100ｍR

第26回 　1973年(昭和48年） 　伊勢

1位 4×100ｍR 宇治山田商

48.9

42.4

宇治山田商 48.6

1位 4×400ｍR 宇治山田商 3.21.8

第27回 　1974年(昭和49年） 　久留米

2位 4×400ｍR 宇治山田商 3.21.6

2位 4×100ｍR 宇治山田商



山本　知弘 7位 800m 三村比富美 松阪女子 2.17.4
野呂  圭一 谷野　典子
松下　敏幸 中村早由里
小池　弘文 中立由佳里

1位 三段跳 山下　訓史 尾鷲工 15m49 広野　香
2位 200m 小池　弘文 宇治山田商 21.88
2位 走幅跳 谷口　優生 長島 7m26
3位 ﾊﾝﾏｰ投 川合　正貢 皇學館 61m56
4位 走幅跳 伊藤　昌章 三重 7m21
6位 100m 伊藤　泰美 菰野 10.98
6位 400m 小池　弘文 宇治山田商 48.29
6位 110mJH 山本　知弘 宇治山田商 14.76
7位 100m 世古　　徹 宇治山田 11.01
7位 1500m 服部　隆虎 名張桔梗丘 3.58.0

山本　真大
世古　　徹
喜多　　功
向井　直樹

7位 三段跳 奥見　敏行 松阪工 14m44
岩田　　浩
大橋　　靖
後藤　芳伸
加藤　光浩

8位 三段跳 堀川　和久 上野工 14m29
4位 学校対抗 宇治山田商 13点

1位 1500mSC 愛敬　重之 四日市工 4.12.0
1位 三段跳 山下　訓史 尾鷲工 14m97
2位 100m 伊藤　泰美 菰野 10.97
5位 200m 伊藤　泰美 菰野 21.89

2位 400mH 松崎　健司 桑名西 52.30
平井　美樹
村上　典英
中川　誉巧
山口　秀人

6位 走幅跳 山本　和繁 鳥羽 7m06

1位 110mH 村島　正敏 宇治山田 14.79(-2.3) 6位 100m 宇佐美久子 四日市商 12.11(+6.0)
5位 ﾊﾝﾏｰ投 濱口　克行 皇學館 53ｍ52(県高新)
6位 三段跳 中西　由和 松阪工 14m68(+0.9)

2位 400m 豊田　佳人 神戸 48.72

1位 400m 豊田　佳人 神戸 47.34

3位 100m 中道　貴之 木本 11.11(-3.1)
5位 砲丸投 林　健一郎 三重 16m34
7位 円盤投 中川　和実 名張桔梗丘 48m88

4位 ﾊﾝﾏｰ投 松本　博文 名張桔梗丘 55ｍ86
5位 棒高跳 佐藤圭一郎 桑名 4ｍ90
5位 砲丸投 中川　和実 名張桔梗丘 16ｍ79
4位 ﾊﾝﾏｰ投 松本　博文 名張桔梗丘 55ｍ86

2位 棒高跳 泉　　直樹 宇治山田商 4ｍ80 2位 砲丸投 竹内　智子 宇治山田商 13ｍ17
3位 砲丸投 道下　孝行 稲生 16ｍ77 6位 砲丸投 加納美千代 神戸 12ｍ71
3位 円盤投 西尾　和浩 三重 50ｍ06
7位 円盤投 森　　　誠 宇治山田商 48ｍ68

43.15

第33回 　1980年(昭和55年） 　松山

1位 4×100ｍR 宇治山田商

神戸 42.15

42.81

桑名西

4×100ｍR

宇治山田商 48.31

宇治山田

4位 4×100ｍR

第40回　1987年(昭和62年）　　　札幌

第41回　1988年(昭和63年）　　　神戸

第42回　1989年(平成1年）　　　高知

第39回　1986年(昭和61年）　　　山口

8位 4×100ｍR

第34回 　1981年(昭和56年） 　　横浜

41.97

第37回　1984年(昭和59年）　　　秋田

第38回　1985年(昭和60年）　　　金沢

7位

第35回 　1982年(昭和57年） 　　鹿児島

6位 4×100ｍR

入賞者なし

第36回　1983年(昭和58年）　　　愛知



2位 やり投 木村　剛久 稲生 65ｍ68 1位 3000mW 内田　智子 四日市 14.18.13
1位 砲丸投 竹内　智子 宇治山田商 13ｍ91
4位 砲丸投 加納美千代 神戸 13ｍ50

8位 1500m 小阪　源司 三重 3.53.09 3位 やり投 山本真奈美 津商 46ｍ70

4位 砲丸投 今井　一典 稲生 16ｍ24 5位 やり投 山本真奈美 津商 47ｍ08
5位 棒高跳 小林　史明 宇治山田商 4ｍ80
7位 5000m 野田　道胤 上野工 14.27.22
8位 110mH 西川　真司 宇治山田商 15.35(-2.3)

1位 棒高跳 安田　　覚 桑名西 5ｍ05 4位 やり投 本居　　樹 津商 46ｍ42
3位 円盤投 藤原　　潤 宇治山田商 50ｍ52 5位 走高跳 剱山三恵子 宇治山田商 1ｍ68
8位 100m 渡辺　辰彦 川越 10.81(0.0) 8位 やり投 中野　澄子 津商 44ｍ22
8位 走幅跳 伊藤　純哉 四日市西 7ｍ10(+0.2)

6位 100m 渡辺　辰彦 川越 10.63(+0.4) 4位 やり投 中野　澄子 津商 44ｍ86
7位 4×400mR 伊藤　恒公 桑名西 3.21.32 5位 砲丸投 伊藤　咲子 稲生 13ｍ07

伊藤　文和 5位 円盤投 倉田　智子 津商 41ｍ60
坂本　隆行
鬼頭　浩史

1位 円盤投 鈴木　智子 津商 44ｍ40
2位 円盤投 倉田　智子 津商 43ｍ82
4位 七種競技 山口　直子 津商 4441点
5位 やり投 西浦いづみ 津商 45ｍ74
7位 100mH 吉田　智美 神戸 14.36(+1.7)
4位 学校対抗 津商 20点

3位 棒高跳 日野　和行 川越 4ｍ85 1位 砲丸投 市岡　寿実 津商 14ｍ68(県高新)
1位 やり投 山口　直子 津商 48m62
4位 円盤投 市岡　寿実 津商 43ｍ32
6位 200m 伊藤　実紀 桑名 25.24(-2.9)
6位 七種競技 山口　直子 津商 4511点(県高新)
2位 学校対抗 津商 21点

3位 三段跳 稲澤　和文 鳥羽 14ｍ86(-0.8) 1位 砲丸投 市岡　寿実 津商 15ｍ53
4位 走高跳 小関　智一 名張 2ｍ03 6位 200m 南部加奈子 津商 25.48(-2.7)
7位 100m 岡部　和憲 四日市工 10.91(-1.2)

2位 100m 岡部　和憲 四日市工 10.60(+0.8) 6位 走幅跳 佐々木絵美 桑名西 5m77(+0.9)
松井　洋平
中村　光宏
釜谷　剛史
北岡　慶昭

6位 棒高跳 中井　隆広 皇學館 4m80
小俣　知章
前村　洋平
倉田　晃蔵
西川　　優

第51回　1998年(平成10年)　　　香川

第49回　1996年(平成8年）　　　山梨

第50回　1997年(平成9年）　　　京都

第43回　1990年(平成2年）　　　宮城

第48回　1995年(平成7年）　　　烏取

第47回　1994年(平成6年）　　　富山

第45回　1992年(平成4年）　　　宮崎

第46回　1993年(平成5年）　　　栃木

41.49宇治山田6位

41.26宇治山田商3位 4×100mR

4×100mR

第44回　1991年(平成3年）　　　草薙



山際　智幸 2位 砲丸投 堤　　あい 宇治山田商 12m81
中村　光宏 4位 100mH 鬼頭　祐子 桑名 14.48(-1.1)
釜谷　剛史 7位 100m 小笠原紫乃 宇治山田商 12.41(-0.9)
北岡　慶昭

2位 200m 奥野　裕嗣 宇治山田 21.59(-1.7)
3位 110mH 石垣　修司 桑名 14.85(-1.5)
5位 走幅跳 中村　光宏 宇治山田商 7m40
5位 8種競技 石垣　修司 桑名 5609点(県高新)
7位 100m 北岡　慶昭 宇治山田商 10.82(-1.2)
7位 やり投 藤原　康喬 宇治山田商 62m19
8位 三段跳 中村　英仁 津 14m72(+0.4)

野田　無我
中村　光宏
釜谷　剛史
北岡　慶昭

4位 学校対抗 宇治山田商 17点

2位 200m 奥野　裕嗣 宇治山田 21.24(-0.8) 4位 やり投 渡部　典子 名張桔梗丘 44m88
4位 400m 樋口　信吾 名張桔梗丘 48.02 前田　　望

石井　義昭 石故　吉美
岡部　道郎 内田めぐみ
山家　由久 中村　幸代
松永　康孝

6位 400m 野田　無我 宇治山田商 48.41
7位 100m 岡部　道郎 四日市工 10.75(-0.6)

石井　義昭
山家　由久
松永　康孝
岡部　道郎

1位 400m 樋口　信吾 名張桔梗丘 47.37 5位 円盤投 渡辺真佑子 桑名 40m19
4位 5000mW 齋田　慎也 四日市四郷 22.42.52 6位 400m 下村あさみ 宇治山田商 56.67
5位 3000mSC 梅枝　裕吉 稲生 9.00.01(県高新) 6位 1500m 田中　真知 神戸 4.25.34
6位 800m 坂　　直哉 桑名西 1.54.87 三山　早代

小川ひかり
塚原　菜絵
若村　由樹

5位 走高跳 古野　裕司 宇治山田商 1m98 1位 円盤投 田尻　啓子 津商 44m11
5位 やり投 久保　誠亮 宇治山田 61m43 8位 円盤投 中村　友美 志摩 39m36

8位 200m 島田　和史 宇治山田商 21.96(-2.0) 6位 100mH 小川ひかり 桑名 14.51(+1.1)
8位 800m 高林　祐介 上野工 1.54.24 水谷　友紀
8位 走幅跳 竹内　一真 松阪 7m13(+0.5) 小川ひかり

早川　杏沙
塚原　菜絵

3位 400m 岩井　浩紀 名張桔梗丘 48.50 5位 円盤投 井坂恵里那 宇治山田商 41m42
4位 1500m 高林　祐介 上野工 3.47.64(県高新) 6位 800m 一柳　りえ 神戸 2.11.53(県高新)
5位 200m 島田　高宏 尾鷲 21.69(-1.4)
6位 砲丸投 南　　幸裕 宇治山田商 16m38

川西　弘志
北田　朋哉
真弓　　理
吉村　純平

1位 1500m 高林　祐介 上野工 3.49.63 5位 やり投 倉田　実奈 宇治山田商 46m84(県高新)
1位 砲丸投 南　　幸裕 宇治山田商 18m59(県高新) 7位 走幅跳 遠藤　桃子 桑名 5m75(+1.0)
6位 5000m 高林　祐介 上野工 14.25.04 高橋香央里
6位 円盤投 大山　祐史 伊勢工 50m30 一尾　彩加

伊藤　志帆
森田由利恵

第58回　2005年(平成17年)　　千葉

第54回　2001年(平成13年)　　熊本

第53回　2000年(平成12年)　　岐阜

津商

第57回　2004年(平成16年)　　島根

4×100mR

7位

桑名

4×100mR 47.84

40.92

4×400mR

4×100mR

4×100mR

第55回　2002年(平成14年)　　茨城

第56回　2003年(平成15年)　　長崎

宇治山田商 41.64

47.08(県高新)

8位

5位

7位

4×100mR 津商

5位

宇治山田商

宇治山田商 40.47(県高新)

3.18.47

47.28(県高新)4×100mR 桑名

第52回　1999年(平成11年)　　岩手

四日市工 3.17.71

8位

四日市工
47.44

4×400mR8位

1位

4位 4×100mR



3位 三段跳 山本　　格 宇治山田商 14m99(+0.1) 2位 走高跳 薮根　ゆい 近大高専 1m74
5位 砲丸投 山本　雄紀 伊勢工 15m57 3位 走幅跳 遠藤　桃子 桑名 5m90
6位 円盤投 大山　祐史 伊勢工 49m76
7位 円盤投 小野　真弘 津 48m75

長谷川　悠 2位 砲丸投 茂山　千尋 宇治山田商 13m81
中井　一磨 作野　捺希
松本　一毅 竹内　芽衣
中津　好雅 堤　　真千

6位 円盤投 小野　真弘 津 53m22 世古　　和
7位 砲丸投 伊川　綾子 稲生 13m20
7位 やり投 牧　　玲佳 伊勢 45m73

長谷川　悠 2位 100m 世古　　和 宇治山田商 11.92(県高校新)
中井　一磨 2位 200m 世古　　和 宇治山田商 24.80
栁原　一也
林　　風汰

3位 走高跳 衛藤　　昂 鈴鹿高専 2m06
3位 砲丸投 濱口　誘希 宇治山田商 16m48
3位 円盤投 稲垣　太一 宇治山田商 46m85
6位 砲丸投 三村　幸輝 稲生 16m26
6位 5000mW 井上　宗冶 名張西 21.37.76

2位 走幅跳 林　　風汰 宇治山田商 7m48(+0.4) 1位 100m 世古　　和 宇治山田商 11.68(県高校新)
3位 円盤投 稲垣　太一 宇治山田商 48m39 木下　真里
4位 砲丸投 三村　幸輝 稲生 16m19 橋爪　咲奈
5位 走幅跳 楠川　祥生 宇治山田商 7m33(+2.7) 作野　捺希

加藤　義之 世古　　和
楠川　祥生 3位 200m 世古　　和 宇治山田商 24.50
日置　雄斗 3位 七種競技 西田　亜貴 桑名工 4810点
林　　風汰 寺田　菜美

7位 5000m 松本　賢太 上野工 14.02.87 作野　捺希
橋爪　咲奈
世古　　和

7位 学校対抗 宇治山田商 20点 3位 学校対抗 宇治山田商 24点

1位 ﾊﾝﾏｰ投 森本　涼太 宇治山田商 61m21(県高校新) 2位 100m 橋爪　咲奈 宇治山田商 12.35(-3.2)
3位 5000m 中村　匠吾 上野工 14.00.98 2位 200m 橋爪　咲奈 宇治山田商 24.53(+1.0)
8位 棒高跳 金児　有人 近大高専 4m70 2位 100mH 辻　　彩美 桑名 13.64(+2.6)

7位 100m 伊藤　瑞希 四日市商 12.59(-3.2)
8位 円盤投 藤岡　里奈 津商 38m83
8位 学校対校 宇治山田商 14点

5位 200m 諏訪  達郎 四日市工 21.38(-0.4) 2位 200m 伊藤  瑞希 四日市商 24.47(0.0)
山室　勇太 3位 100mH 辻　　彩美 桑名 13.89(0.0)
水谷　拓也 8位 200m 橋爪　咲奈 宇治山田商 25.06(0.0)
稲垣　夏生
松尾慎太郎

6位 5000mW 岩橋  裕真 鳥羽商船 21.46.16
7位 100m 諏訪  達郎 四日市工 10.75(-0.5)
8位 400m 愛敬彰太郎 桑名 48.59
8位 1500m 西山  雄介 伊賀白鳳 3.50.26

河口　雅之
竹岡　久也
杉本　将友
高林　祐介
東本　裕斗
佐藤　雄冶
山本　庸平

第62回　2009年(平成21年)　　奈良

第59回　2006年(平成18年)　　大阪

第64回　2011年(平成23年) 北上

第63回　2010年(平成22年)　沖縄

4×100mR6位

1位 宇治山田商

3.51.434×400mR 宇治山田商

宇治山田商 47.06(県高新)

宇治山田商 41.10

4×100mR

7位

3位 4×100mR

第60回　2007年(平成19年)　　佐賀

46.02(県高校新)

宇治山田商

5位 4×400mR 桑名工
3.12.90
県新

県高校新

4×100mR

1位 4×100mR

第61回　2008年(平成20年)　　埼玉

40.873位

2.05.41(県高新)駅伝

宇治山田商 40.89

2004年　第55回全国高等学校駅伝競走大会

上野工5位



2位 400m 愛敬彰太郎 桑名 47.84
3.46.48
(東海高新・県高新)

3位 三段跳 竹内　大晴 近大高専 15m38(-0.8)
3位 ハンマー投 植松　直紀 久居 60m02

西口　航平
木下　来星
小池　龍緯
岡咲　和歩

7位 5000m 西山　雄介 伊賀白鳳 14.16.51
7位 走幅跳 竹内　大晴 近大高専 7m12(-0.8)

中川　想基
田中　翔真
川喜田剛志
諏訪　達郎

8位 1500m 畔柳　隼弥 伊賀白鳳 3.49.26
8位 やり投 中西　琢真 伊勢工 62m00

3位 走幅跳 松岡　修平 高田 7m41(+1.3) 4位 やり投 坂倉　杏奈 四日市四郷 50m30
3位 砲丸投 村上　　輝 南伊勢 16m39
5位 やり投 濱崎　康平 宇治山田商 63m40
8位 八種競技 西村　啓佑 近大高専 5408点

2位 八種競技 川畑　夏唯 近大高専 5025点
3位 走高跳 加藤健太郎 鈴鹿高専 2m10
3位 ﾊﾝﾏｰ投 東浦　貫太 宇治山田商 59m67
4位 3000mSC 近藤　聖志 伊賀白鳳 9.02.42
5位 ﾊﾝﾏｰ投 村木　亮太 久居 56m87
6位 5000m 下　　史典 伊賀白鳳 14.18.16

山本ﾌｪﾋﾞｱｽ
北村　直彦
直江　航平
奥川　魁斗

6位 八種競技 乾　　颯人 宇治山田商 4843点
8位 5000mW 倉田　直哉 相可 22.27.35

1位 ハンマー投 村木　亮太(3) 久居 63m62
2位 5000m 塩沢　稀夕(2) 伊賀白鳳 14.05.61

角谷　啓輔(2)
阪倉　慶一(2)
川村　建勝(3)
伊藤　舞樹(3)

4位 八種競技 篠原　頌実(3) 伊賀白鳳 5602点
山本ﾌｪﾋﾞｱｽ(2)
新谷　昂大(3)
直江　航平(3)
奥川　魁斗(3)

6位 円盤投 中村　光希(3) 三重 44m64
7位 ハンマー投 山中　大勢(3) 宇治山田 58m78
7位 やり投 濱崎　優紀(3) 宇治山田商 62m70

2位 5000mW 成岡　大輝(3) 伊賀白鳳 20.17.36 4位 円盤投 藤原　千春(3) 松阪商 41m72
4位 3000mSC 田辺　佑典(3) 伊賀白鳳 9.04.87 7位 走高跳 豊田　舞奈(1) 松阪商 1m68
4位 5000mW 坂崎　　翔(3) 伊賀白鳳 20.24.30
6位 三段跳 河出　壱貫(3) 近大高専 14.85
7位 100m 中脇　裕也(3) 鈴鹿高専 10.89
7位 5000m 塩沢　稀夕(3) 伊賀白鳳 14.13.74

小見山泰周(1)
阪口　智也(3)
川端　魁人(3)
上山　紘輝(2)

8位 円盤投 中村　京平(3) 宇治山田商 44m26

5位 砲丸投 別所　竜守(3) 松阪商 16m53 4位 ハンマー投 伊藤エリカ(3) 神戸 50m29

第67回　2014年(平成26年) 山梨

6位 4×400mR 宇治山田商 3.12.84

第66回　2013年(平成25年) 大分

4×100mR 宇治山田商 40.725位

8位 4×100mR 四日市工 42.32

伊賀白鳳3位 1500m 西山　雄介

第68回　2015年(平成27年) 和歌山

第69回　2016年(平成28年) 岡山

8位 4×100mR

第65回　2012年(平成24年) 新潟

宇治山田商 41.16

4×100mR2位 四日市工 40.32

6位 4×400mR 宇治山田商 3.13.97

第70回　2017年(平成29年) 山形



西山 桐矢(1) 5位 7種競技 藤田 紗江(3) 松阪商 4903点
林 哉太(2) 6位 砲丸投 床辺 彩乃(2) 松阪商 13m58
高橋 隆晟(3) 8位 やり投 松永 莉穂(2) 四日市四郷 45m73
山路康太郎(3)

3位 円盤投 鴨澤 青海(2) 宇治山田商 49m10
3位 ハンマー投 川合 隆誠(3) 三重 64m36
4位 5000mＷ 村手 光樹(3) 上野 21:17.1
5位 棒高跳 田中 悠貴(3) 皇學館 4m85
5位 三段跳 伊藤 陸(3) 近大高専 15m31
5位 円盤投 三井 康平(2) 稲生 48m27
7位 100m 山路康太郎(3) 四日市工 10.74
7位 5000mＷ 荒川 尚輝(3) 上野 21:26.48

1位 円盤投 三井 康平(3) 稲生 50m23 6位 砲丸投 床辺 彩乃(3) 松阪商 13m85
2位 100m 林 哉太(3) 四日市工 10.29(参) 7位 砲丸投 岩本 乙夏(3) 稲生 13m39
2位 棒高跳 松井 駿斗(3) 伊勢 5m10 8位 円盤投 西井 琳音(1) 三重 41m53
2位 円盤投 鴨澤 青海(3) 宇治山田商 50m23
2位 ハンマー投 山川 滉心(3) 伊勢工 63m96
3位 走高跳 本田 基偉(3) 近大高専 2m08
4位 やり投 中村 竜成(3) 伊勢工 62m45
4位 8種競技 大井 悠(3) 皇學館 5590点

1位 ハンマー投 小河　彪 久居 65m48 4位 やり投 山川　楓 松阪商 50m11
5位 走幅跳 川端　優太 皇學館 2m06 6位 400mH 浜千代　琳香 松阪商 1.01.44
7位 やり投 藤原　理希 伊勢学園 62m01

第73回　2020年(令和2年) 静岡

第74回　2021年(令和3年) 福井

中止

第72回　2019年(令和元年) 沖縄

3位 4×100mR 四日市工 40.36

第71回　2018年(平成30年) 三重



国民体育大会優勝者（1946～現在)

★ 110mH 磯田　雅也 伊勢 14.6
★ 棒高跳 喜田　武志 伊勢 4m21

★ 400m 小山　由喜 神戸 49.0

★ 1500m 瀬古　利彦 四日市工 3.55.5

★ 1500m 瀬古　利彦 四日市工 3.53.5
★ 5000m 瀬古　利彦 四日市工 14.33.0

★ 砲丸投 矢藤　昌克 神戸 14m94 ★ 少A円盤投 浦田　裕子 伊勢 43m66
★ 5000m 瀬古　利彦 四日市工 14.33.0

★ 小Aやり投 石谷　幸久 宇治山田商 68m94

★ 少A400m 小池　弘文 宇治山田商 48.56 ★ 少A円盤投 川浦日出美 松阪女子 44m68

★ 少A走幅跳 谷口　優生 長島 7m41

★ 少B走幅跳 平井　美樹 6m91

★ 少A5000W 桂山　賢二 四日市四郷 21.56.73
★ 少Bやり投 木村　剛久 稲生 58m46

★ 少B棒高跳 小林　史明 宇治山田商 4m60 ★ 少A3000W 内田　智子 四日市 13.44.68

★ 少B800m 田牧　慎也 伊勢 1.53.28

★ 少A5000m 野田　道胤 上野工 14.34.34

★ 少共棒高跳 安田　　覚 桑名西 5m10 ★ 少A円盤投 鈴木　智子 津商 46m58
★ 少B砲丸投 市岡　寿実 津商 13m82

★ 少B100m 岡部　和憲 四日市工 10.63 ★ 少A円盤投 市岡　寿実 津商 45m60

★ 少共円盤投 堅田　健介 宇治山田商 54.84

★ 少共走高跳 古野　裕司 宇治山田商 2m09

★ 少A砲丸投 南　　幸裕 宇治山田商 17m24

★ 少A400mH 山本　健太 宇治山田商 52.82

★ 少共走高跳 衛藤　　昂 鈴鹿高専 2m06

★ 少A走幅跳 林　　風汰 宇治山田商 7m42(±0) ★ 少A100m 世古　　和 宇治山田商 11m86(±0)

★ 少A400m 愛敬　彰太郎 桑名 47.21

1976年　第31回　佐賀県

1997年　第52回　大阪府

2009年　第63回　新潟県　ビッグスワン

1963年　第18回　山口県

1964年　第19回　新潟県

1973年　第28回　千葉県

1974年　第29回　茨城県

2005年　第60回　岡山県　県営

1995年　第50回　福島県

2008年　第63回　新潟県　ビッグスワン

2006年　第61回　兵庫県　県営

1990年　第45回　福岡県

1975年　第30回　三重県

1993年　第48回　徳島県

1979年　第34回　宮崎県

1980年　第35回　群馬県

1982年　第37回　島根県

1988年　第43回　京都府

1997年　第52回　大阪府

1990年　第45回　福岡県

2012年　第67回　岐阜県　長良川

1975年　第33回　長野県松本

1991年　第46回　石川県

1975年　第30回　三重県

1992年　第47回　山形県

2008年　第63回　大分県　九州石油ドーム

2002年　第57回　高知県・春野

1999年　第54回　熊本県



★ 少Aﾊﾝﾏｰ投 油谷　文月 相可 51m66
2013年　第68回　東京都　味の素



日本ジュニア優勝者（1998～現在)

★ 砲丸投 市岡　寿実 津商 14m80

★ 走高跳 薮根　ゆい 近大高専 1m79

★ 100m 世古　　和 宇治山田商 11.75(+0.3)

★ 100m 世古　　和 宇治山田商 11.75(+0.3)

日本ユース優勝者（2007～現在)

★ 200m 世古　　和 宇治山田商 24.47　県高校新

★ 400m 愛敬　彰太郎 桑名 47.25　GR
★ ハンマー投 植松　直紀 久居 59m02

★ 400m 直江　航平 宇治山田商 47.64 ★ ﾊﾝﾏｰ投 濱田　恵里奈 松阪商 47m04

2009年　第25回　山梨県・小瀬

2011年　第5回　愛知県・瑞穂

2009年　第25回　山梨県・小瀬

2014年　第8回　愛知県・瑞穂2014年　第8回　愛知県・瑞穂

2006年　第22回　島根県・浜山

1997年　第12回　山形県・天童

2008年　第2回　鳥取県・布勢


