
2023 年度(全国・東海大会入賞者・県大会優勝者)(松阪地区小・中・高生〕 

第 53 回 三 重 県 高 等 学 校 陸 上 競 技 春 季 大 会 優勝者 

植杉 隼士(3)          松阪      男子 800ｍ      1:57.92 

中西 輝貴(2)                    三重        男子 400mH      54.14 

松山 由真(2)                    松阪商業    女子 100m       12.27 

増田 優月(2)                    松阪商業    女子 100mH      15.17 

西村 歩華(2)                    松阪        女子 5000mW      29:32.64 

ダンボン アレクサンドレア(3)   松阪商業    女子三段跳     11m54 

世古 櫻紗(2)           松阪商業    女子砲丸投     13m24 

世古 櫻紗(2)           松阪商業    女子円盤投     38m27 

藤田 唯愛(3)           松阪商業    女子ハンマー投   53m08 大会新記録 

曽野 雅(3)           松阪商業    女子やり投     44m93 

 

 

 

第 39 回 三 重 リ レ ー カ ー ニ バ ル 優勝者 

伊藤 煌徒(3)           三雲中     中学男子円盤投       32m39 

波多野 心音(2) 中村 真菜(2)  田川 俊貴(3)  伊藤 暖(3)   三雲中 

中学混合 4×600mR  6:29.03 大会新 

 

 

 

２０２３年度国体第一次選考競技会 優勝者 

ダンボン アレクサンドレア(3)   松阪商業    女子三段跳     11m49 

世古 櫻紗(2)           松阪商業    女子砲丸投     13m54 

曽野 雅(3)           松阪商業    女子やり投       50m31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 年度(全国・東海大会入賞者・県大会優勝者) 

第 16 回美し国三重市町対抗駅伝 入賞チーム 

市の部 第２位 松阪市 ２時間１８分０６秒 

１区 小川このは  4：00    ２区 福本 滉太  6：15    ３区 長谷川莉都 12：53 区間賞 

４区 加藤 結羽 17：57 区間賞  ５区 齋藤 真規 15：17    ６区 林 侑汰   19：21 

７区 長谷川結都  9：43 区間賞 ８区 床呂 沙紀 12：13    ９区 澤井 風月 19：00 

10 区 宇留田竜希 21：27 

町の部 第４位 多気町  ２時間２９分１０秒 

１区 池山 心音  5：02    ２区 大西 訓生  6：56    ３区 嵐 夢乃   14：20 

４区 廣瀬 聡真 17：57 区間賞  ５区 逵中 正美 15：51    ６区 坂井 太陽  22：00 

７区 今村 円香 10：33       ８区 古川 桂子 13：16    ９区 賀川 想菜  20：58 

10 区 森 いつき 22：17 

友好レース１５００ｍ 

小学男子 第３位 松本 千種 （松阪市）  5：00.0 

小学女子 第８位 田川 智咲 （松阪市）  5：33.0 

中学女子 第１位 波多野 心音（松阪市）  4：55.0 

中学女子 第 6 位 森田 藍那 （明和町）  5：09.0 

 

 

 

 

第 24 回三重タスキリレー大会 入賞チーム 

優勝 三雲中学校 男子  ３０分４２秒 

１区 田川 俊貴(2) 9：23  ２区 伊藤  暖(2) 4：56  ３区 安保 颯真(2) 4：53 

４区 北川 依吹(1) 4：55  ５区 加藤 蒼礼(1) 6：35 

 三雲中学校 女子  ３１分１９秒 

１区 長谷川莉都(2) 8：10  ２区 波多野心音(1) 5：19  ３区 中村 真菜(1) 6：12 

４区 福澄 百花(2) 6：17  ５区 長谷川結都(2) 5：21   

第３位 URC   女子  ３１分１１秒 

１区 小川このは(6) 6：09  ２区 田川 智咲(6) 6：12  ３区 田川 明莉(6) 6：03 

４区 牧戸 紅華(5) 6：34  ５区 加藤 萌依(5) 6：13  

第５位 多気ＲＣ-A 男子  ２８分５９秒 

１区 松本 千種(6) 6：05  ２区 大西 訓生(6) 5：41  ３区 中村 拓海(6) 5：36 

４区 井上 創介(6) 5：58  ５区 近藤 蒼真(6) 5：39 

第 6 位 松阪走塾-A 女子  ３４分０３秒 

１区 三輪 まな(6) 7：04  ２区 中里 莉桜(6) 6：33  ３区 長瀬亜衣琉(6) 6：24 

４区 杉野美菜子(5) 7：04  ５区 好川 侑季(5) 6：58  

第８位 多気ＲＣ 女子  ３４分３０秒 

１区 林  千愛(6) 7：19  ２区 亀田 有沙(5) 6：17  ３区 木地美々香(6) 7：04 

４区 小林 優愛(6) 7：03  ５区 池山 心音(5) 6：47 

 

 

 

 



DENSO CUP 第 4 回長距離選手権  優勝者 

加藤 結羽(3) 三雲        中学男子 3000m   8:52.33 

長谷川莉都(2) 三雲        中学女子 3000m  10:05.09 

  

 

 

 

第 3 8 回三重県中学校駅伝競走大会 

優勝 三雲中学校 男子  ５６分５３秒《V2》大会新記録 

１区 加藤 結羽(3) 8：50  ２区 田川 俊貴(2) 9：28  ３区 安保 颯真(2) 9：58 

４区 加藤 蒼礼(1) 9：28  ５区 野口 夏陽(3) 9：38  ６区 北川 響紀(3) 9：31 

優勝 三雲中学校 女子  ４２分１５秒《初優勝》大会新記録 

１区 長谷川莉都(2) 9：59  ２区 波多野心音(1) 6：41  ３区 中村 真菜(1) 7：33 

４区 福澄 百花(2) 7：53  ５区 長谷川結都(2) 10：09   

１２月１８日（日）開催 第３０回全国中学校駅伝大会へ出場 

 

 

 

 

 

第 25 回東海高校新人選手権 

第２位 中辻 健斗(2)   相可      男子 800ｍ       1:55.31 

川北 海万梨(2)  松阪商業    女子砲丸投      13m25 

藤田 唯愛(2)    松阪商業    女子円盤投      36m81    

女子ハンマー投     47m08 

曽野 雅(2)    松阪商業    女子やり投       50m26 

第 3 位 坂山 成(2)    松阪商業    女子砲丸投     12m91 

吉岡 怜菜(2)     松阪商業     女子円盤投     35m26 

第４位 中辻 健斗(2)   相可      男子 1500ｍ      4:01.92 

    世古 櫻紗(1)   松阪商業    女子砲丸投     12m44 

    森本 実芙柚(2)   松阪商業    女子ハンマー投   45m14 

第 6 位 世古 櫻紗(1)   松阪商業    女子円盤投     34m15 

第７位 中西 輝貴(1)    三重      男子 110ｍH     15.02 

第 8 位  佐々木 快斗(1)  相可      男子 800ｍ       2:01.43 

松下 純弥(2) 長山 子龍(2) 藤原 光汰(2) 中西 輝貴(1) 三重 男子 4×400mR 3:23.75 

    石田 怜(2)       松阪商業    女子三段跳     11m03 

 

 

    

 

第 16 回 U18 陸上競技大会 

第２位 藤田 唯愛(2)    松阪商業    女子ハンマー投   51m78 

第３位 川北 海万梨(2)  松阪商業    女子砲丸投     13m16 

曽野 雅(2)    松阪商業    女子やり投     48m73 

第５位 坂山 成(2)    松阪商業    女子砲丸投     12m91 



第 53 回 U16 陸上競技大会 

第２位 稲葉 比呂(3)   多気     女子砲丸投       14m17 

第５位 岡島 奏音(3)    多気       女子走幅跳      5ｍ53 

 

 

 

第 75 回三重県中学校陸上競技学校対抗選手権 優勝者 

加藤 結羽(3)  三雲     男子 3000ｍ      9:01.23   

長崎 楽(2) 沼田 永遠(1) 浦出 悠生(1) 杉阪 武人(2) 三雲  男子低 4×100ｍR    46.61 

長谷川 莉都(2) 三雲     女子 2000ｍ       6:26.38  

岡島 奏音(3)    多気       女子走幅跳      5ｍ31 

 

 

 

第 77 回国民体育大会 

第４位 曽野 雅(2)    松阪商業    少年女子 A やり投     49m30 

第 8 位 世古 櫻紗(1)    松阪商業    少年女子 B 円盤投     30m77 

 

 

 

第 61 回三重県高等学校新人陸上競技大会 優勝者 

中辻 健斗(2)          相可      男子 800ｍ      1:57.85 

地主 怜央(1)                    松阪        男子 400mH      56.18 

松山由真(1) 上野叶夢(2) 野口諒奈(1) 小林祐希穂(2)  松阪商業    女子 4×400ｍR  4:00.08 

川北 海万梨(2)         松阪商業    女子砲丸投     12m63 

世古 櫻紗(1)           松阪商業    女子円盤投     37m37 

藤田 唯愛(2)           松阪商業    女子ハンマー投   48m37 

曽野 雅(2)           松阪商業    女子やり投     46m45 

 

 

 

第 30 回三重県小学生陸上競技選手権大会兼クラブ対抗陸上競技選手権大会  優勝者 

岩城 華(2)   URC     小学 2 年女子 60ｍ   10.53 

小川 このは(6) URC     小学 6 年女子 800ｍ  2:25.56 大会新記録 

 

 

 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 53 回Ｕ１６陸上競技三重大会 優勝者 

加藤 結羽(3)  三雲     男子 AB 共通 3000ｍ      9:06.77 

 

 

 

第 8 回東海小学生陸上競技大会   

第 5 位 小川 このは(6) URC     小学 6 年女子 100ｍ  13.80 

 



第 65 回東海陸上競技選手権大会   

第 5 位 川北 海万梨(2) 松阪商業   女子砲丸投     13m11 

第 6 位 小林玲那(3)上野叶夢(2)野口諒奈(1)小林祐希穂(2)  松阪商業 女子 4×400ｍR 4:00.73 

    坂山 成(2)   松阪商業   女子砲丸投     12m82 

第 8 位 曽野 雅(2)   松阪商業   女子やり投     47m87 

 

 

 

 

第 49 回全日本中学校陸上競技選手権大会 

第 5 位 岡島 奏音(3)    多気中      女子走幅跳       5ｍ53 

 

 

 

 

第 44 回東海中学校総合体育大会 陸上競技大会 

優勝  稲葉 比呂(3) 多気    女子砲丸投     13m59  

第 2 位 加藤 結羽(3)  三雲     男子 3000ｍ      8:58.91 

    波多野 心音(1) 三雲     女子 1 年 800m     2:18.54 

第 3 位 長崎 楽(2) 沼田 永遠(1) 浦出 悠生(1) 杉阪 武人(2) 三雲 男子低 4×100ｍR 47.15 

第 5 位 岡村 奏汰(1)  松阪中部   男子 1 年 1500m     4:26.56 

第 8 位 廣瀬 聡真(3)  多気     男子 3000m       9:04.64 

 

 

 

 

令和 4 年度全国高等学校総合体育大会 

秩父宮宮賜杯第 75 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会   

第 4 位 曽野 雅(2)   松阪商業   女子やり投     48m52 

第 6 位 川北 海万梨(2) 松阪商業   女子砲丸投     13m06 

 

 

 

 

 

第 38 回三重県中学校選抜陸上競技大会   優勝者 

第 49 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会 

猿木 渉(3)    大台     男子 400ｍ       51.86 

芹田 悠花(3)   嬉野     女子 200ｍ       26.82 

波多野 心音(1) 三雲     女子 800m       2:18.77 

稲葉 比呂(3)   多気     女子砲丸投       13m98  全国大会出場 

 

 

 

 



第 68 回全日本中学校通信陸上競技三重大会  優勝者 

第 49 回全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定大会 

陸協名 兼第 77 回国民体育大会選考競技会 

沼田 永遠(1)   三雲     男子１年 100ｍ     12.12 

加藤 結羽(3)  三雲     男子 3000ｍ      8:53.53  全国大会出場 

長崎 楽(2) 沼田 永遠(1) 浦出 悠生(1) 杉阪 武人(2) 三雲  男子低 4×100ｍR    46.87 

山田 愛菜(3)   嬉野     女子 200ｍ       26.13 

波多野 心音(1) 三雲     女子 1 年 800m      2:17.48 大会新記録 

長谷川 莉都(2) 三雲     女子 1500ｍ       4:49.58  

岡島 奏音(3)    多気中      女子走幅跳       6ｍ00  県中学新記録  全国大会出場 

 

 

 

第 85 回 三 重 県 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 優勝者 

中西 輝貴(1)   三重     少年 B 男子 110ｍJH   14.97 

田中 愛也(3)   松阪商業   少年男子円盤投    45m06 

岡島 奏音(3)    多気中      女子走幅跳       5ｍ79 県中学新記録 

曽野 雅(2)   松阪商業   女子やり投       47m38 

松山 由真(1) 上野 叶夢(2) 小林 祐希穂(2) 小林 玲那(3) 松阪商業  女子 4×400ｍR  4:01.03 

 

 

 

第 66 回東海高等学校総合体育大会 

兼秩父宮宮賜杯第 75 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選会 

優勝  藤田 唯愛(2)  松阪商業  女子ハンマー投 50m23 

第 3 位 曽野 雅(2)   松阪商業   女子やり投     47m71 

第 4 位 濱田 茉裕(3)  松阪商業   男子砲丸投     14m67 

    坂山 成(2)   松阪商業   女子砲丸投     12m17 

        世古 櫻紗(1)  松阪商業   女子円盤投     36m81 

    川北 海万梨(2) 松阪商業   女子やり投     45m33 

第 5 位 田中 愛也(3)   松阪商業   男子円盤投     42m46 

川北 海万梨(2) 松阪商業   女子砲丸投     12m67 

吉岡 怜菜(2)   松阪商業   女子円盤投     36m75 

第 6 位 飯島 志伸(3)  松阪商業   女子砲丸投     12m66 

 

 

 

第 75 回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 優勝者 

田中 愛也(3)           松阪商業    男子円盤投     45m67 

川北 海万梨(2)         松阪商業    女子砲丸投     13m08 

吉岡 怜菜(2)           松阪商業    女子円盤投     37m13 

藤田 唯愛(2)           松阪商業    女子ハンマー投   48m47 

曽野 雅(2)           松阪商業    女子やり投     46m45 

小林 玲那(3)          松阪商業    女子七種競技    4050 点 

 



第 52 回 三 重 県 高 等 学 校 陸 上 競 技 春 季 大 会 優勝者 

田中 愛也(3)           松阪商業    男子円盤投     46m06 

川北 海万梨(2)         松阪商業    女子砲丸投     13m28 

吉岡 怜菜(2)           松阪商業    女子円盤投     37m67 

藤田 唯愛(2)           松阪商業    女子ハンマー投   46m89 

曽野 雅(2)           松阪商業    女子やり投     46m79 

 

 

 

第 38 回 三 重 リ レ ー カ ー ニ バ ル 優勝者 

西村 立輝(6)       明和陸上    小学男子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投    41m32 

岡島 奏音(3)            多気中       中学女子走幅跳         5ｍ38 

稲葉 比呂(3)      多気中     中学女子砲丸投(2.721kg)     12m23 

松川 鈴菜(3) 山田 愛菜(3) 大陽 裕貴(3) 杉山 大知(3)     嬉野中 

中学混合 4×200mR      1：43.79 

長谷川 莉都(2) 長谷川 結都(2) 中村 恒介(3) 加藤 結羽(3)   三雲中 

中学混合 4×600mR      6：32.10 大会新 

 

 

 

２０２２年度国体第一次選考競技会 優勝者 

田中 愛也(3)           松阪商業    男子円盤投     45m54 

今村 円香(3)                    松阪        女子 3000m     10:31.36 

川北 海万梨(2)         松阪商業    女子砲丸投     12m84 

吉岡 怜菜(2)           松阪商業    女子円盤投     38m03 

曽野 雅(2)           松阪商業    女子やり投     49m59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 年度(全国・東海大会入賞者・県大会優勝者) 

第 3 7 回三重県中学校駅伝競走大会 

優勝 三雲中学校 男子  ５７分２２秒《初優勝》 

１区 加藤 結羽(2)  ２区 瀬古 雄大(3)  ３区 北川 響紀(2)  

４区 池田 蒼都(3)  ５区 森 伸二郎(3)  ６区 刀根 大和(3) 

１２月１９日（日）開催 第 2 9 回全国中学校駅伝大会へ出場 

 

 

 

第 36 回 三重県高等学校駅伝競走大会 

第６位 松阪高校 女子  １時間２３分４９秒 

１区 今村  円香(2)  ２区 森部 恵里子(2)  ３区 平本 実生(1) 

４区 鳥羽谷 寧々(1)  ５区 佐野 藍菜(2)   ６区 加藤 結羽(2)  

１１月２８日（日）開催 第 32 回 東海高等学校駅伝競走大会へ出場 

 

 

 

2021 年度東海高等学校新人陸上競技選手権大会 

第２位 橋本 渉(2)           松阪商業    男子砲丸投     14m11 

田中 愛也(2)           松阪商業    男子円盤投     43m70 

乾 乃愛(2)           松阪商業    女子円盤投     35m09 

曽野 雅(1)           松阪商業    女子やり投     45m23 

第 3 位 坂山 成(1)           松阪商業    女子砲丸投     12m31 

第 4 位 濱田 茉裕(2)          松阪商業    男子砲丸投     13m70 

    川北 海万梨(1)         松阪商業    女子砲丸投     12m02 

吉岡 怜菜(1)          松阪商業    女子円盤投     34m22 

第 5 位 藤田 唯愛(1)          松阪商業    女子ハンマー投   38m73 

第 6 位 松田 爽大(2)          三重      男子 800m     1:56.49 

    飯島 志伸(2)          松阪商業    女子砲丸投     11m71 

藤田 唯愛(1)          松阪商業    女子円盤投     29m92 

第 7 位 江上 知輝(2)          松阪      男子 800m     1:58.72 

    後藤 芹凜(2)          三重      女子ハンマー投   37m14 

第 8 位 ダンボン アレクサンドレア(1)  松阪商業    女子走高跳     1m58 

 

 

 

三重県中学生陸上競技対校選手権大会 

山中 幸弥(3) 久保     男子走高跳   1ｍ75 

 

 

 

 

 

 



第 60 回三重県高等学校新人陸上競技大会 

中辻 健斗(1)          相可      男子 800m     1:55.85 

橋本 渉(2)           松阪商業    男子砲丸投     14m63 

田中 愛也(2)           松阪商業    男子円盤投     45m21 

小林 祐希穂(1)         松阪商業    女子 100mH     14.76 

ダンボン アレクサンドレア(1)  松阪商業    女子走高跳     1m56 

坂山 成(1)           松阪商業    女子砲丸投     12m66 

森本 実芙柚(1)         松阪商業    女子ハンマー投   34m90 

曽野 雅(1)           松阪商業    女子やり投     42m29 

 

 

 

第 48 回全国中学校陸上競技選手権大会 

第 5 位  田中 大智(3) 多気     男子棒高跳   4m30 

第 7 位  村田 宇哉(3) 多気     男子棒高跳   4m30 

 

 

 

第 43 回東海中学校総合体育大会 

優勝  加藤 結羽(2) 三雲     男子 2 年 1500m 4:22.16 

田中 大智(3) 多気     男子棒高跳   4m30 

第 3 位  橋爪 蓮翔(3) 多気     男子棒高跳   4m20 

第 5 位  山中 幸弥(3) 久保     男子走高跳   1ｍ80 

第 8 位  中谷 暉琉(3) 多気     男子砲丸投   12m31 

         

 

 

第７４回全国高等学校陸上競技対校選手権大会  

第 4 位 山川 楓(3)   松阪商業   女子やり投 50m11 

第 6 位 濱千代 琳香(3) 松阪商業   女子 400mH 1:01.44 

 

 

 

第 37 回 U20 日本陸上競技選手権大会  

第 5 位 濱千代 琳香(3) 松阪商業   女子 400mH 1:00.75 

第 7 位 山川 楓(3)   松阪商業   女子やり投 49m03 

 

 

 

第 67 回全日本中学校通信陸上競技三重大会 兼第 76 回国民体育大会選考競技会 

長谷川 結都(1)   三雲     女子 1 年 800m  2:27.05 

 

 

 

 



第 65 回東海高等学校総合体育大会 

兼秩父宮宮賜杯第 74 回全国高等学校陸上競技対校選手権大会東海地区予選会 

優勝  瀬古 陸斗(3)  三重     男子 400m   47.87 

       田中 愛也(2)  松阪商業   男子円盤投  44m90 

       濱千代 琳香(3) 松阪商業   女子 400mH  1:00.65 

       西井 琳音(3)  三重     女子円盤投  42m28  女子ﾊﾝﾏｰ投 47m72 

       山川 楓(3)   松阪商業   女子やり投  51m52 大会新 

第 3 位 中野・松前・藤原・瀬古 三重 男子 4×400mR 3:17.16 

        川合 小想(3)  松阪商業   女子やり投  46m45 

第 5 位 坂山 成(1)   松阪商業   女子砲丸投  12m17 

第 6 位 飯島 志伸(2)  松阪商業   女子砲丸投  12m11 

        

 

 

第 74 回三重県高等学校陸上競技対校選手権大会 

瀬古 陸斗(3)  三重     男子 400m  48.23 

田中 愛也(2)  松阪商業   男子円盤投 44m26 

濱千代 琳香(3) 松阪商業   女子 400m  56.85   女子 400mH 1:00.95 

西井 琳音(3)  松阪商業   女子砲丸投 12m36   女子円盤投 43m45 

女子ﾊﾝﾏｰ投 50m40 

山川 楓(3)   松阪商業   女子やり投 50m78 大会新 

藤原・中野・杉本・瀬古 三重 男子 4×400mR 3:18.22 

松阪商業           女子総合優勝 


