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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，宇治山田商業の森本涼太選手がハンマ

ー投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。また，９月に行われた全日本

学生の女子ハンマー投でも，加藤晴香(中京大学)選手が県新記録で優勝するなど，各世代で活

躍がみられました。

第 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者63
７月２９日(木)～８月２日(月)

沖縄県総合運動公園陸上競技場

優勝 男子 ハンマー投 森本 涼太(宇治山田商・３) ６１ｍ２１ ☆県高校新

２位 女子 １００ｍ 橋爪 咲奈(宇治山田商・２) １２秒３５( )-3.2
女子 ２００ｍ 橋爪 咲奈(宇治山田商・２) ２４秒５３( )+1.0
女子 １００ｍＨ 辻 彩美(桑名・２) １３秒６４( )+2.6

※ 予選 １４秒１４( ) ☆県高校新-0.9
３位 男子 ５０００ｍ 中村 匠吾(上野工・３) １４分００秒９８

７位 女子 １００ｍ 伊藤 瑞希(四日市商・２) １２秒５９( )-3.2
８位 男子 棒 高 跳 金児 有人(近大高専・３) ４ｍ７０

女子 円 盤 投 藤岡 里奈(津商・３) ３８ｍ８３

女子 学校対校 総合得点 ８位 宇治山田商 ２４点

第 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 入賞者37
８月２０日(金)～２３日(月)

コカ・コーラウェストスポーツパーク陸上競技場

３位 女子 四種競技 山根 芽衣(伊勢宮川・３) ２７５８点 ☆県中学新

( )・走高跳 ・砲丸投 ・ ( )100mH-15.71 +0.3 -1m57 -12m19 200m-27.97 +1.5
５位 男子 走 高 跳 松岡 修平(高田・２) １ｍ８８

６位 男子 ２００ｍ 田中 翔真(名張北・３) ２２秒３８( )+1.8
女子 砲 丸 投 中川 由貴(多度・３) １３ｍ７９

日清カップ 第 回 全国小学生陸上競技交流大会 入賞者26
８月２８日(土) 国立競技場

２位 男子 走 高 跳 北村 有都(加佐登) １ｍ４０

３位 男子 ６年１００ｍ 近藤光一郎(北勢 ) １２秒６４( )RC -1.0
８位 男子 ８０ｍＨ 田中 元生(大紀) １２秒７９( )-1.6

女子 ５年１００ｍ 松村 圭純(菅島ＲＣ) １４秒０４( )-0.1

全国大会 各世代で活躍光る！



第 回 日本学生陸上競技対校選手権大会 入賞者79
９月１０日(金)～１２日(日)

東京：国立競技場

優勝 女子 ハンマー投 加藤 晴香(中京大) ５３ｍ５２ ☆県新

女子 ４×１００ｍＲ 加藤 里奈(至学館大－第１走者) ４５秒４５

２位 男子 走 高 跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ１６

３位 男子 円 盤 投 小野 真弘(筑波大) ４９ｍ５８

男子 十種競技 荒木 崇裕(中京大) ７１９７点 ☆県新

100m-11.35 -6m86 -11m81 -1m85 400m-50.58・走幅跳 ・砲丸投 ・走高跳 ・

110mH-15.04 -34m07 -4m60 -61m35 1500m-4.46.28・円盤投 ・棒高跳 ・やり投 ・

女子 ４×４００ｍＲ 作野 捺希(至学館大－第１走者) ３分４１秒５１

４位 男子 円 盤 投 大山 祐史(国士舘大) ４９ｍ２０

女子 砲丸投 茂山 千尋(国士大) １４ｍ２９

５位 男子 ４×１００ｍＲ 中井 一磨(東海大－第４走者) ４０秒０１

８位 男子 ４００ｍＨ 柳本 拓也(中京大) ５２秒１０

三重県から，４名のジュニア選手が日本代表として初めて国際大会に参加しました。この経

験を糧として，今後のさらなる活躍が期待されます。

第 回 アジアジュニア選手権大会 結果14
７月 日(木)～ 日(日)／ハノイ(ベトナム)1 4

伊藤 瑞希(四日市商) 女子 １００ｍ 決勝 ８位 １２秒６４( )-1.5
女子 ２００ｍ 決勝 ８位 ２５秒０１( )-1.0

第 回 世界ジュニア選手権 結果13
７月 日(月)～ 日(月)／モンクトン(カナダ)19 25

衛藤 昂(鈴鹿高専) 男子 走高跳 予選Ｂ組 １４位 ２ｍ０５

第１回 ユースオリンピック競技大会 結果
８月 日(火)～ 日(日)／シンガポール17 23

奥村つかさ(南伊勢高) 女子 やり投 Ｂ決勝 １位 ４６ｍ２４

※予選の結果，上位８名がＡ決勝，９位～１６位がＢ決勝となります。

第 回 日・韓・中ジュニア交流競技会 結果18
８月 日(水)・ 日(金)／河南省鄭州市体育センター(中国)25 27

橋爪 咲奈(宇治山田商) ２００ｍ ４×１００ｍＲ(第２走者)

【８月２５日】 ３位 ２５秒０２( ) １位 ４６秒７８+0.7
【８月２７日】 ２位 ２５秒２５( ) ２位 ４６秒７３-1.6

ジュニア 国際大会での活躍！


