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第６６回 国民体育大会陸上競技大会 入賞者
１０月７日(金)～１１日(火)

山口県：維新百年記念公園陸上競技場

２位 女子 成年 ５０００ｍ 正井 裕子(日本ｹﾐｺﾝ) １５分２９秒６９

３位 男子 少年Ａ １００ｍ 諏訪 達郎(四日市工高) １０秒６６( )-0.1
４位 女子 少年共通 やり投 奥村 つかさ(南伊勢高) ４７ｍ４１

男子 成年少年共通 ４×１００ｍＲ 三重県チーム ４０秒２３

＜田中翔真 ・中井一磨 ・松尾慎太郎 ・諏訪達郎 ＞(四日市工高) (東海大) (桑名工高) (四日市工高)

５位 男子 少年Ａ ４００ｍ 愛敬彰太郎（桑名高） ４７秒８２

女子 少年Ａ １００ｍＨ 辻 彩美(桑名高) １３秒９９( )+2.3
６位 男子 少年Ａ ５０００ｍ 西山 雄介(伊賀白鳳高) １４分１７秒３６

女子 少年Ａ １００ｍ 伊藤 瑞希(四日市商高) １２秒０９( )+0.9
７位 女子 成年 砲丸投 茂山 千尋(国士舘大) １４ｍ１５

８位 男子 成年 １５００ｍ 大西 毅彦(ＮＴＮ) ３分４５秒７３

男子 成年 ４００ｍＨ 武田 健太(日本陸送) ５１秒１３

男子 少年Ａ やり投 中西 啄真(伊勢工高) ６１ｍ３３

男子 少年Ｂ ３０００ｍ 廣瀬 泰輔(伊賀白鳳高) ８分２５秒６６

☆天皇杯(男女総合) １９位 ５３点 ☆皇后杯(女子総合) １８位 ３１点

第 回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 入賞者64
８月３日(水)～７日(日) 岩手：北上総合運動公園北上陸上競技場

２位 女子 ２００ｍ 伊藤 瑞希（四日市商） ２４秒４７( )0.0
３位 女子 １００ｍＨ 辻 彩美（桑名） １３秒８９( )0.0
５位 男子 ２００ｍ 諏訪 達郎（四日市工） ２１秒３８( )-0.4

男子 ４×４００ｍＲ 桑名工 ３分１２秒９０ ☆県新 ☆県高校新

（山室勇太 水谷拓也 稲垣夏生 松尾慎太郎）

６位 男子 ５０００ｍＷ 岩橋 裕真（鳥羽商船） ２１分４６秒１６

７位 男子 １００ｍ 諏訪 達郎（四日市工） １０秒７５( )-0.5
８位 男子 ４００ｍ 愛敬彰太郎（桑名） ４８秒５９

男子 １５００ｍ 西山 雄介（伊賀白鳳） ３分５０秒２６

女子 ２００ｍ 橋爪 咲奈（宇治山田商） ２５秒０６( )0.0

第 回 全日本中学校陸上競技選手権大会 入賞者38
８月２０日(土)～２２日(月) 奈良：鴻ノ池陸上競技場

３位 男子 走 高 跳 松岡 修平(高田) １ｍ９３

４位 男子 １５００ｍ 茂山 蓮太(美杉) ４分０２秒９４ ☆県中学新

全国大会での活躍

国民体育大会での活躍



日清カップ 第 回 全国小学生陸上競技交流大会 入賞者27
８月２７日(土) 横浜：日産スタジアム

２位 女子 ５年１００ｍ 加藤 望玖(南勢陸上クラブ) １３秒９２( )-0.7
６位 女子 走 高 跳 前村 絢音(南勢陸上クラブ) １ｍ３０

第 回 日本学生陸上競技対校選手権大会 入賞者80
９月９日(金)～１１日(日) 熊本：熊本県民総合運動公園陸上競技場

優勝 男子 走 高 跳 衛藤 昂(鈴鹿高専) ２ｍ２２

女子 ４×１００ｍＲ 加藤 里奈(至学館大) 第１走者 ４５秒８４

作野 捺希(至学館大) 第３走者

３位 女子 砲丸投 茂山 千尋(国士大) １４ｍ４５

女子 ４×１００ｍＲ 世古 和(筑波大) 第３走者 ４６秒０８

４位 男子 円 盤 投 小野 真弘(筑波大) ４９ｍ３８

女子 ハンマー投 加藤 晴香(中京大) ５３ｍ９９

女子 ４×４００ｍＲ 世古 和(筑波大) 第３走者 ３分４２秒９１

５位 男子 砲丸投 三村 幸輝(法政大) １５ｍ７７

７位 男子 ４×４００ｍＲ 近藤 崇裕(筑波大) 第４走者 ３分０８秒１６

８位 男子 １００００ｍＷ 井上 宗治(日体大) ４３分４３秒１６

第13回 IAAF世界陸上競技選手権大会
８月２７日(土)～ ９月４日(日) テグ(韓国)

☆ 北岡 幸浩( ) 男子 マラソン ３８位 ２時間２３分１１秒( )NTN 9/4
ワールドカップ団体 ２位 銀メダル獲得

☆ 杉原 加代(デンソー) 女子１００００ｍ １５位 ３２分５３秒８９( )8/27
女子 ５０００ｍ 予選１組 ９着 １５分４１秒７８( )8/30

第７回 世界ユース陸上競技選手権大会
７月６日(水)～１０日(日) リール(フランス)

☆ 諏訪達郎(四日市工高) 男子２００ｍ 予選 ２１秒９４ 準決勝 ２１秒４６

☆ 愛敬彰太郎(桑名高) 男子４００ｍ 予選 ４７秒７４ 準決勝 ４７秒４２

メドレーリレー(３走３００ｍ) ２位 １分５０秒６９ 銀メダル獲得

第１９回 アジア陸上競技選手権 兵庫・神戸大会
７月７日(木)～７月１０日(日)

神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

☆ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ) 男子 ３０００ｍＳＣ ６位 ８分５５秒０１

☆ 衛藤 昂 (鈴鹿高専) 男子 走高跳 ４位 ２ｍ２４ ☆三重県新記録

☆ 井村 久美子( ) 女子 走幅跳 ７位 ６ｍ２３( )iDEAR +0.5

第 回 日・韓・中ジュニア交流競技会 結果19
８月 日(水)・ 日(木)／瑞穂公園競技場24 25

☆ 諏訪 達郎(四日市工高) ２００ｍ ４×１００ｍＲ(第２走者)

【８月２４日】 ２位 ２１秒８１( ) ２位 ４１秒３６-2.0
【８月２５日】 １位 ２１秒４１( ) ２位 ４１秒５２-0.9

国際大会での活躍


