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この夏行われた高校・中学校・小学校の全国大会で，宇治山田商業の世古和選手が１００ｍ

と４×１００ｍＲで優勝したのをはじめ，たくさんの入賞者が生まれました。９月に行われた

全日本学生でも県新記録が誕生しています。

また，世古和選手と林風汰選手は，８月２５日(火)と２７日(木)に韓国：木浦儒達競技場で

行われた第 回日・韓・中ジュニア交流競技会に，日本チームとして出場しました。17

第 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者62
７月２９日(水)～８月２日(日)

奈良市鴻ノ池陸上競技場

優勝 女子 １００ｍ 世古 和(宇治山田商・３) １１秒６８( )+1.6
☆県新 ☆東海高校新 ☆県高校新

女子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商 ４６秒０２

木下 真里(３)・橋爪 咲奈(１)・作野 捺希(３)・世古 和(３)

☆大会タイ ☆県新 ☆東海高校新 ☆県高校新

２位 男子 走 幅 跳 林 風汰(宇治山田商・３) ７ ４８( )m +0.4
３位 男子 円 盤 投 稲垣 太一(宇治山田商・３) ４８ ３９m

女子 ２００ｍ 世古 和 (宇治山田商・３) ２４秒５０( )+0.3
女子 七種競技 西田 亜貴(桑名工・３) ４８１０点

100mH-14.71 -1m45 -9m25 200m-25.50 -5m55 -36m13 800m-2.26.67･ ･ ･ ･ ･ ･走高跳 砲丸投 走幅跳 やり投

４位 男子 砲 丸 投 三村 幸輝(稲生・３) １６ １９m
５位 男子 走 幅 跳 楠川 祥生(宇治山田商・３) ７ ３３( )m +2.7
６位 男子 ４×１００ｍＲ 宇治山田商 ４１秒１０

加藤 義之(３)・楠川 祥生(３)・日置 雄斗(３)・林 風汰(３)

７位 男子 ５０００ｍ 松本 賢太(上野工・３) １４分０２秒８７

女子 ４×４００ｍＲ 宇治山田商 ３分５１秒４３

寺田 菜美(１)・作野 捺希(３)・橋爪 咲奈(１)・世古 和(３)

※ 準決勝 ３分４６秒３２ ☆県新 ☆県高校新

女子 学校対校 総合得点 ３位 宇治山田商 ２４点

男子 学校対校 総合得点 ７位 宇治山田商 ２０点

第 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 入賞者36
８月２１日(金)～２４日(月)

大分スポーツ公園九州石油ドーム

４位 男子 ４００ｍ 愛敬彰太郎(成徳) ５０秒０３

※準決勝 ４９秒６３ ☆県中学新

夏の全国大会 ジュニアが大活躍！



日清カップ 第 回 全国小学生陸上競技交流大会 入賞者25
８月２９日(土)

横浜：日産スタジアム

２位 男子 走幅跳 高丘 昌宏(いなべ ) ５ｍ３３( )☆県小学生新TFC -0.1
女子 ボール投 服部 洋代(鏡浦) ６０ｍ４７ ☆県小学生新

３位 男子 ５年１００ｍ 近藤光一郎(北勢 ) １３秒２１( )RC +0.4
７位 女子 走幅跳 中川 晴菜(一志 ) ４ｍ６３( )Beast +0.8

第 回 日本学生陸上競技対校選手権大会 入賞者78
９月４日(金)～６日(日)

東京：国立競技場

２位 男子 走高跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ１９ ☆県新

５位 男子 円盤投 小野 真弘(筑波大) ４７ｍ５３

６位 男子 十種競技 荒木 崇裕(中京大) ７１５４点 ☆県新

100m-11.32 -6m80 -11m59 -1m75 400m-50.86・走幅跳 ・砲丸投 ・走高跳 ・

110mH-15.14 -37m80 -4m50 -66m82 1500m-4.53.04・円盤投 ・棒高跳 ・やり投 ・

女子 砲丸投 茂山 千尋(国士大) １４ｍ００

７位 男子 ５０００ｍ 髙林 祐介(駒大) １４分０８秒９４

女子 ハンマー投 加藤 晴香(中京大) ５１ｍ２７

第 回 日・韓・中ジュニア交流競技会 結果17
世古 和(宇治山田商) １００ｍ ４×１００ｍＲ(１走)

【８月２５日】 ２位 １２秒２４( ) １位 ４７秒２６-1.1
【８月２７日】 １位 １２秒５３( ) １位 ４７秒０１-2.4

林 風汰(宇治山田商) 走幅跳 ４×１００ｍＲ(４走)

【８月２５日】 ３位 ７ｍ０２( ) ２位 ４１秒１９+2.5
【８月２７日】 ３位 ７ｍ１６( ) ２位 ４１秒１１+2.5

☆☆ 北岡幸浩( )選手 世界ハーフへ ☆☆NTN
北岡幸浩( )選手が１０月１１日(日)にイギリスのバーミンガムで開催される 年世NTN 2009

界ハーフマラソン選手権に日本代表チームとして出場します。また，女子の部には三重県出身

の正井裕子(日本ケミコン)選手も出場します。

☆☆ 世古和(宇治山田商業)選手 東アジア大会へ ☆☆

世古和(宇治山田商業)選手は，１２月１０日(木)～１３日(日)に香港(中国)で行われる東ア

ジア競技会の代表に内定しています。

各選手の健闘を祈ります。

三重県から世界へ！


