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第３１回オリンピック競技大会（2016／リオデジャネイロ）日本代表選手に三重県から４名の

選手が選ばれました。また，女子４×１００ｍＲの日本チームが出場権を獲得すると，世古

選手が代表に追加されます。 

 

☆ 男子  走 高 跳   衛藤  昂(白子中→鈴鹿高専→筑波大→ＡＧＦ) 
☆ 男子 マ ラ ソ ン      石川 末廣(天栄中→稲生高→東洋大→Ｈｏｎｄａ) 

☆ 女子  ５０００ｍ   尾西 美咲(小俣中→宇治山田商高→積水化学) 

☆ 女子  ３０００ｍＳＣ   高見澤安珠(矢渕中→津商高→松山大) 

※ 女子  ４×１００ｍＲ 世古  和(五十鈴中→宇治山田商高→筑波大→ＣＲＡＮＥ) 

 

第１００回 日本陸上競技選手権大会 入賞者 

 ６月２４日(金)～２６日(日) 愛知・パロマ瑞穂スタジアム  

（混成競技）６月１１日(土)・１２日（日）     長野市営陸上競技場 

優勝 男子 走 高 跳  衛藤  昂 (ＡＧＦ)        ２ｍ２９ ☆県新 

女子 ５０００ｍ   尾西 美咲 (積水化学)  １５分１９秒３７ 

    女子 ３０００ｍＳＣ  高見澤安珠 (松山大)    ９分４４秒２２☆大会新 

２位 男子 ハンマー投  植松 直紀(中京大)       ６９ｍ４８ ☆県新 

３位 女子  １００ｍ   世古  和 (ＣＲＡＮＥ)     １１秒７５(-0.2) 

   男子 十 種 競 技  清水 剛士（ＮＴＮ)       ７５３５点 

４位 男子  ２００ｍ  川瀬 孝則（日本体育大）     ２０秒６５(+1.8) 

５位 女子  砲 丸 投    茂山 千尋 (国士舘クラブ)     １５ｍ０９ 

 ６位 男子 ３０００ｍＳＣ 山下  洸 (ＮＴＮ)       ８分５１秒１６ 

    女子 走 高 跳  池住 瑞紀（愛知教育大）    １ｍ７０ 

 ７位 男子  ８００ｍ    田中 智則（ＡＧＦ)    １分５１秒５５ 

男子 ３０００ｍＳＣ 梅枝 裕吉 (ＮＴＮ)        ８分５１秒３６ 

８位 男子  １００ｍ   九鬼  巧（ＮＴＮ）        １０秒５３(-0.3) 

男子 砲 丸 投  村上  輝（国士舘大）    １６ｍ８１ 

女子 １５００ｍ  倉岡 奈 (々デンソー)     ４分２３秒０１ 

 

 

  

 

第１７回アジアジュニア陸上競技選手権大会 

６月３日(金)～６日(月)，ベトナム（ホーチミン）   

優勝 女子 ３０００ｍ   倉岡 奈々（デンソー）  ９分３１秒４６ 

２位 男子  走 幅 跳   野村 智也（東海大）  ７ｍ７５(+3.1) 

４選手がオリンピック代表！ 

アジアジュニアで金・銀メダルを獲得！ 

※は三重県出身の選手 

※ 

※ 

※ 



第６３回 東海高等学校総合体育大会  上位入賞者 

６月１７日(金)～１９日(日)  岐阜メモリアルセンター長良川競技場  

 

優勝 男子  １００ｍ     中脇 裕也(鈴鹿高専)       １０秒５５(+0.1) 

男子 ３０００ｍＳＣ   田辺 佑典(伊賀白鳳)     ９分０７秒２６ 

男子 ４×４００ｍＲ   宇治山田商業          ３分１３秒４２ 

(西山 遥斗・藤村 祥太・川端 魁人・山本フェビアス)  

男子 三 段 跳     河出 壱貫(近大高専)       １４ｍ９２(+1.0) 

   男子 やり投(0.8㎏)   草野 澪也（宇治山田商業）    ６２ｍ０４ 

女子  ２００ｍ     鈴木 塔子(四日市商業)       ２４秒３３(+0.2) 

女子 １５００ｍ   加藤 綾華（津商業）     ４分３３秒２７ 

女子 円盤投(1.0㎏)    藤原 千春(松阪商業)        ４１ｍ９７ 

２位 男子 ４００ｍＨ   藤村 祥太（宇治山田商業）    ５３秒０９ 

男子 ４×１００ｍＲ   宇治山田商業            ４０秒６９ 

(下司 玲央奈・阪口 智也・川端 魁人・上山 紘輝)    

男子 円盤投(1.750㎏)  中村 京平(宇治山田商業)     ４３ｍ２８ 

女子 １００ｍＨ   西垣 朱音(松阪商業) １４秒１２(+0.9) 

女子 ４×１００ｍＲ   四日市商業             ４６秒３２ 

(江平 春花・上野 菜稚・柴原 有里加・鈴木 塔子)    

３位 男子 ５０００ｍＷ    坂﨑 翔(伊賀白鳳)   ２０分３９秒７１ ☆大会新 

男子 棒 高 跳    中西 海斗(近大高専)       ４ｍ７０ 

男子 砲丸投(6.0㎏)    別所 竜守(松阪商業)       １５ｍ３６ 

   男子 八種競技      石田 多門(名張西)          ５１４３点 

＜11.58(-0.1)-6m72(0.0)-9m86-52.28-16.16(+0.7)-41m53-1m70-4.29.86＞  

女子 円盤投(1.0㎏)    浦田 晏那(松阪商業)       ３９ｍ５１ 

【学校対抗】 

   男子 総合    優勝  宇治山田商業 ３１．５点    

   男子 トラック  優勝  宇治山田商業 ２０点   ２位 伊賀白鳳 １８点 

   男子 フィールド ２位  近大高専   １２点   ３位 宇治山田商業 １１．５点 

   女子 フィールド ３位  松阪商業  １３点 

  

 

 2016 日本学生陸上競技個人選手権大会 入賞者 

６月１０日(金)～１２ 日(日)Shonan BMW スタジアム平塚 

優勝 男子  ２００ｍ     川瀬 孝則(日本体育大)   ２０秒６７(+2.2) 

男子 砲 丸 投      村上  輝(国士舘大)       １６ｍ６５ 

男子 ハンマー投  植松 直紀(中京大)      ６８ｍ０５ ☆大会新 

女子 ３０００ｍＳＣ  高見澤安珠(松山大)   ９分５７秒６９ ☆大会新 

５位 男子 や り 投   中西 啄真(大阪体育大)     ６９ｍ９１ 

６位 女子  １５００ｍ   山口 可純(大東文化大)    ４分２７秒２８ 

７位 男子 走 高 跳   衛藤  将(皇學館大)      ２ｍ１０ 

 ※は三重県出身の選手 

※ 


