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服部　勇馬 選手 
マラソン

（トヨタ自動車）

丸尾　知司 選手 
50km競歩

（愛知製鋼）

山口　浩勢 選手 
3000m障害

（愛三工業）

鈴木亜由子 選手 
マラソン

（日本郵政グループ）

山西　利和 選手 
20km競歩

（愛知製鋼）

山本　聖途 選手 
棒高跳

（トヨタ自動車）

会長　稲垣　隆司

２０２０東京オリンピック出場　愛知ゆかりの選手大活躍を祈ります！

～コロナ禍で大きな転換期を迎える新年度のスタート～

　今回の 2020 東京オリンピック大会に愛知県ゆかりの選手が 6 名出場します。東京大会の陸上選手団は総勢

65 名ですので愛知県の競技力の高さを示す人数だと言ってよいでしょう。中には昨年既に出場が内定してい

た選手もいますが、延期の一年間に更に競技力を上積みすることができたものと思います。6 名の選手の皆さ

んには、蓄えてきた力を自分のために、そして支えてくださった方々のために思う存分発揮していただきた

いものです。愛知陸協としても、嬉しいニュースがもたらされることを期待しています。

　愛知陸上競技協会の会員の皆様方には日頃から当協会の運営に多大なるご支援・ご協力

をいただいておりますことに対し、心より厚く御礼申し上げます。また、県内各地区で開催されます各種陸

上競技大会の運営や、公正かつ厳正な審判、さらには選手の育成・強化・指導等に多大なご尽力をいただい

ておりますことに対しても、併せて心より感謝と敬意を表する次第であります。

　さて、昨年度は年初から新型コロナウイルス感染症の感染拡大が大変深刻な状況でした。そこで会員の皆

様方はもとより選手はじめ大会関係者の方々の安全を確保するため、大変残念でしたが多くの大会を中止と

するなどの措置を講じざるを得ませんでした。愛知陸上競技選手権大会や全日本大学駅伝、名古屋ウィメン

ズマラソン等全国規模の一部の大会に限り、規模の最小化や、検温・アルコール消毒など感染防止対策を徹

底したうえで実施したところであります。

　本年度は 7 月 23 日から観客数の上限の設定や観客・選手・関係者の行動の制限等を徹底したうえで、東京

オリンピック・パラリンピック 2020 の開催の準備が進められております。国民はもとより世界の国々に感動

を与えるような大会になることを大いに期待しております。

　愛知におきましても、5 月には知多市において日本デフ陸上競技選手権大会兼夏季デフリンピック競技大会

日本代表選手選考競技会が開催されました。7 月には愛知陸上競技選手権大会を開催いたしました。いまコロ

ナ禍にあって「感染防止と持続可能な社会経済活動を両立する」大きな転換期を迎えております。こうした

時期だからこそ、会員の皆様方と力を合わせ、陸上競技の素晴らしさを PR し、人生 100 年時代を迎える中で、

お子様からお年寄りまですべての県民の皆様方が、健康で心豊かな人生を送れるよう努力してまいります。

　会員の皆様方には、愛知の陸上界の発展にお力添えをいただきますようよろしくお願い申し上げます。
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競技委員会

　2021 年度もコロナウイルス感染拡大の影響が有り、感

染防止策をとりながらの競技会も前半が終わりました。今

後もまだまだ感染対策を取りながらの競技会になります

が、ご理解ご協力をお願いします。

　この夏以降も全国大会が行なわれようとしています。愛

知でも秋のトラック＆フィールド、愛知駅伝、読売犬山

ハーフマラソン、名古屋ウィメンズマラソン、穂の国豊橋

ハーフマラソンへと進んでいきますが、無事開催されるこ

とを願っています。

　今後も多くの審判員の方の協力を得て、無事 2021 年度

の競技会を終えたいと思います。

　2026 年のアジア大会を前に、スムーズな競技運営を目

指した競技会のあり方を皆さんと考えていきたいと思いま

す。前向きなご意見を頂きたいと思います。

　競技運営や準備などへのご協力よろしくお願いします。

     （榊原　　茂）

施設・用器具委員会

2021 年度シーズンを迎えるにあたって

　これまで 17 年間、青木前委員長兼日本陸連検定員のも

と、副委員長として協会運営のサポート、及び日本陸連区

域技術役員として検定業務を一緒に担当してきましたが、

今回、この大役を引く継ぐことになりました平川（県立刈

谷工科高校勤務）です。競技会運営の根本を担う重要な責

務でありますので、懸命に努力して参ります。よろしくお

願いいたします。

1．2021 年度検定担当者の変更等について

（1） 検定員の交代

　昨年度、青木 実前検定員が定年を迎え、後任として平

川貴之前区域技術役員を推薦し、この 4 月から陸連より新

検定員として委嘱されました。

（2） 自転車計測員の増員

　昨年度、推薦基準が改正され、既得者および上位（A・

B）級者（本陸協の桑原義貴現国際 B 級計測員が該当）を

除き、各都道府県より 2 名推薦できるようになりました。

そこで、平川現国内 C 級計測員の他に南康次郎現区域技

術役員を推薦し、2 人目の国内 C 級計測員として陸連より

委嘱されています。

（3） 区域技術役員の推薦

　平川検定員の昇格によって空席となっている 2 人目の区

域技術役員については、今年度が推薦する年となってお

り、現在、人選を進めているところです。

2．2020 年度日本陸連主催諸会議参加報告

　前項の検定員等になるには、2 年毎に開催される陸連主

催の研修会（会議）に出席しなければなりません。興味を

持たれましたら、各会議の模様は下記のリンク先に掲載中

の『陸連時報』をご覧ください。

① 検定員会議（出席者：平川）

　https.//www.jaaf .or. jp/pdf/about/j ihou/

jiho_2021_03.pdf （2021 年 3 月号 P.174）

② 自転車計測員会議（出席者：桑原、平川、南）

　https.//www.jaaf .or. jp/pdf/about/j ihou/

jiho_2021_04.pdf （2021 年 4 月号 P.174）

3．2021 年度規則改正に対する補足事項

　5 月 14 日（金）、下記の 4 点について、陸連施設用器具

委員会のオンライン会議が臨時で開かれました。

（1） 緊急事態宣言発令下での検定について（確認）

　基本、解除されるまで検定は延期されます（公認大会は

できません）が、まん延防止措置に切り替わった時や、競

技会開催までの日にちが無い時などについては、十分な感

染防止対策を講じたうえで実施されます。

（2） 4 種 L（ライト）競技場の検定では、本来敷設してあっ

てはならない施設（円盤投・ハンマー投兼用サークル、や

り投ライン）を撤去しなければなりません。その理解不足

から公認申請をするという手違いがあり、撤去が確認され

るまで公認保留となりました。証として、撤去施工中と完

了した写真を添付するように求められました。

（3） 代用縁石の置き方（事例）

　これまで“1 本置き”とされていましたが、昨年度か

ら“全置き”が基本となっています。『審判ハンドブック

2021-2022 年度版』に、置き方事例が掲載されているので

参考にしてください。また、5 月 9 日（日）新国立競技場

で開催された五輪テスト大会時の、縁石とコーンを併用し

た設置の実践事例を紹介します。

（4） デジタル重量計の補正について（要請）

　投てき物の重さを測るデ

ジタル重量計は、使用間隔

が空くと誤差の生じる恐れ

があり、補正をしてから

使ってください。なお、補

正できない旧型の重量計に

ついては、更新するなどの

対応をお願いします。

※日本陸連施設用器具委員会リモート連絡会資料より

4．競技場・競走路の検定状況と予定について

（1） 実施済の検定について（2021 年 4 月現在）

　青木と平川の 2 人が、年度末の 3 月 26 ～ 28 日に 3 日連

続で検定を実施しました。結果は以下のとおりです。

出口側入口側

10㎏標準分銅による補正
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　① 豊橋市陸上競技場　　　（3 種継続） ：合格

　② 安城市陸上競技場　　 （4 種L降格）：保留（再検定）

　③ 半田（運）陸上競技場 （3 種継続）：合格（条件付）

（2） 今後予定している検定ついて　（2021 年 7 月現在）

　① 春日井市朝宮公園陸上競技場　（3 種新設検定）

　② 半田（運）陸上競技場　　　（3 種一部改造検定）

　③ 安城市陸上競技場　　　　　（4 種 L 降格再検定）

　④ 名古屋ウィメンズマラソンコース　（フル、ハーフ継続検定）

　⑤ 中京大学梅村陸上競技場　　（3 種継続検定）

　⑥ 名古屋ウィメンズマラソンコース　（フル一部改造検定）

　⑦ 豊川市陸上競技場　　　　　（3 種継続検定）

　⑧ 物産フードサイエンス 1969 知多（ス）　（2 種継続検定）

　⑨ 豊田市（運）陸上競技場　　（2 種継続検定）

　⑩ 白谷海浜公園陸上競技場　　（4 種継続検定）

 （平川　貴之）

審判委員会

　本年度より、櫻井前委員長の後を引き継ぐことになりま

した伊藤明久です。まだ、慣れないことが多いですが、よ

ろしくお願いします。各競技会がそれぞれ成果を収めるた

めにも、審判員の皆様のご活躍が欠かせません。本年度も

引き続き力をお借りしたいと思います。

　さて、現在私自身、日本陸連から JTO の役割をいただ

いております。その活動から学ばせていただいたことも沢

山あります。その一つが普段の心がけとして、「判断の根

拠」を明確に持つことです。そのためには、「判断の根拠」

がルールブックのどこに記載されていて、条文番号はいく

つなのかを明確にしておく必要があります。陸上競技会は

すべてルールに基づいて実施されており、大抵のことは

ルールブックに記載されています。ルールに沿った競技会

運営と記録判定が必須です。ところで、2019 年 11 月に規

程類の分類・条文番号等の再編が実施され、以前と変わり

【Competition Rules】【Technical Rules】の二体系にまと

められていますが、内容が大きく変わっていることはあり

ません。各審判員の方々にも、ルールブックへのお目通し

をお勧めします。さらに、できれば専門の分野だけでなく、

広く陸上競技全般のルールについての研修もお願いしたい

と思います。

　先日、男子 100m で山縣選手が見事 9 秒 95 の日本新記

録を樹立しました。この時、追い風 2.0m の好条件でした。

この記録を疑うわけではありませんが、陸上競技にとって

の記録は科学が進んだ現在において、信憑性が問われま

す。精密な機器を利用して判定するわけですから誤作動や

誤操作があってはならないし、毎回の作動テストも不可欠

です。審判員としては常に、精緻な記録を判定できるよう

心掛けていただき、公平公正な競技会運営を実践していた

だきたいと考えています。まことに僭越ながら、基本とな

ることですので、あらためて申し上げさせていただきまし

た。今後ともよろしくお願いいたします。

 （伊藤　明久）

選手強化委員会

2021 年度　選手強化委員会　各種行事

【派遣事業】

行　事　名 期　間 派　遣　日　程 場　所

国民体育大会 9月30日（木）
～10月4日（月）

9月28日（火）
～10月4日（月）6泊7日三重県

U16陸上競技大会 10月22日（金）
～24日（日）

10月21日（木）
～24日（日）3泊4日愛媛県

都道府県女子駅伝 1月16日（日） 1月13日（木）
～16日（日）3泊4日京都府

都道府県男子駅伝 1月23日（日） 1月21日（金）
～24日（月）3泊4日広島県

クラブ紹介 　乙川SC

　乙川 SC は半田市乙川地区の総合型地域スポーツクラブ

内の陸上部として 2003 年より活動を開始しました。主に

小学 4 年生から 6 年生を対象とし、今年度は 7 名と少人数

ですが、毎週日曜日、乙川小学校を拠点に 14 時から 16 時

30 分まで練習しています。

　7 月、8 月は熱中症予防として暑い時期でも効果的な練

習ができるよう、照明施設のある乙川中学校でナイター練

習をしています。シーズン中は基本動作の練習に加え、短

距離走と走幅跳を中心に練習しています。11 月から 2 月

のオフシーズンはサーキットトレーニングやラグビーボー

ルを使った走り込み、長距離走などで体力作りをメインに

練習しています。毎年、年末最後の練習日は南知多町内海

海岸の砂浜で走り込みや、神社の階段の駆け上がりなどを

行ないます。

　最近の主な実績として、個人種目やリレー種目で何度か

県大会入賞はありましたが、2020 年秋の県大会で念願の

クラブ初の優勝者を出すことができました。

　これからも陸上競技を通じて地域の子供たちの健全な成

長のお手伝いができればと思っています。

 （大橋　友幸）

クラブについてのお問合せはメールにて対応いたします。

メールアドレス：oohashi.okkawa.sc@gmail.com

内海海岸での集合写真 内海海岸での走り込み
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【競技会】

競　技　会　名 期　　　　日 場　所

国体選考春季選抜競技会 4月17日（土）・18日（日）瑞穂北

国体選手選考少年の部 7月 3日（土）・ 4日（日）瑞穂北

駅伝強化豊川長距離競技会 9月20日（月・祝） 豊　川

第1回駅伝強化長距離競技会 10月 9日（土） 瑞穂北

第2回駅伝強化長距離競技会 11月13日（土） 知　多

投擲競技会 10月 9日（土） 瑞穂北

競歩競技会 2月20日（日） 瑞穂北

【強化行事・合宿・練習会】

行　事　名 期　　間 場　　所 備　　考

国体選手合宿
8月23日（月）
　24日（火）

1泊2日 一　宮

国体選手練習会① 9月20日（月・祝） 1日 一　宮

国体選手練習会② 9月26日（日） 1日 岡崎龍北

駅伝夏合宿
8月25日（水）
～27日（金）

2泊3日 富士見

都道府県駅伝合宿①
12月26日（日）
　～28日（火）

3泊4日
瑞穂北・レクリ
エーション広場

都道府県駅伝合宿②
1月4日（火）
　 5日（水）

1泊2日 瑞穂北

国体強化指定選手練習会①
12月18日（土）
　　19日（日）

1泊2日 知　多 投擲

　〃　②
12月24日（金）
　～26日（日）

1泊2日 半　田
短・中・跳・
障・歩

　〃　③
12月26日（日）
　～28日（火）

3泊4日
瑞穂北・レクリ
エーション広場

長距離

　〃　④ 1月 9日（日） 1日 半　田 投擲

　〃　⑤ 1月16日（日） 1日 岡崎龍北
短・中・跳・
障・歩

　〃　⑥ 1月22日（土） 1日 半　田 投擲

　〃　⑦ 2月 6日（日） 1日 半　田 投擲

　〃　⑧ 2月12日（土） 1日 瑞穂北
短・中・跳・
障・歩

　〃　⑨ 2月19日（土） 1日 半　田 投擲

　〃　⑩ 3月 5日（土） 1日 春日井
短・中・跳・
障・歩

ジュニア部練習会① 1月15日（土） 1日 豊　川

　〃　② 2月19日（土） 1日 春日井
ジュニア部
中学生のみ

　〃　③ 3月19日（土） 1日 岡崎龍北
ジュニア部
中学生のみ

　〃　④ 未定 1日 未　定
ジュニア部
小学生のみ

　〃　⑤ 未定 1日 未　定
ジュニア部
小学生のみ

全国小学生陸上 9月19日（日） 1泊2日 横浜（神奈川）
全国大会の
引率指導

全日中参加者練習会 未定 1日 瑞穂北

国体選手リレー練習会 9月中旬 2回 瑞穂北等
国体選手の
リレー練習

U16陸上競技大会練習会
9月下旬から

4回程度
4回程度 知多等

U16選手の
リレー練習

競歩教室 各月1回開催 9回
刈谷市総合
運動公園内

12・1･2月は
除く

　昨年度は新型コロナの影響から、ほとんどの行事が中止

となってしまいました。本年度は感染対策を多方面から考

え、できるだけ多くの行事を実施できるよう頑張りたいと

思います。選手強化委員会関係者一同、心機一転頑張って

参ります。本年度選手強化委員会の行事は上記のとおりで

す。本年度も国体の開催時期が県高校新人大会と近いた

め、関係チームにはご迷惑をおかけいたします。ご理解と

ご協力をお願いいたします。

　 （明星　光信）

記録・情報処理委員会

　日頃は記録管理や競技会終了後の迅速な記録報告ありが

とうございます。今年度より、速報性を高めるため、一誠

社のご協力をいただき、県記録および、暫定 Top50 のラ

ンキングを陸協ホームページの「記録・情報処理委員会」

に掲載しております。なお、ランキングにつきましては、

日本陸連のデータベースからの抽出になっている関係上、

同一人物の重複を防ぐため、使用している名前の漢字は、

「澤→沢」のように、簡略体を用いております。また、近

年クラブチーム所属の中学生が増えており、地区の競技会

において中高生の混在するようなレースの場合には、生年

月日が抜けていると高校のカテゴリーに記録が分類されて

しまうという事例が出ています。今後 U16 などのカテゴ

リー分類も必要になってきますので、申し込みにあたり、

生年月日の記入をお願いします。

2021 年 3 月 1 日から 6 月 26 日まで、日本陸連のデータ

ベースで確認できた県新記録

一般男子

　　1500m 　　3.38.83

　　　河村　一輝（トーエネック）

[ 日本グランプリ金栗記念選抜　熊本えがお健康　2021.04.10]

　　10000mW 　　38.57.37

　　　　山西　利和（愛知製鋼）

 [ 中部実業団対抗　長良川　2021.05.16］

　　30km 　　2.09.15

　　　　丸尾　知司（愛知製鋼）

[ 日本選手権 50km 競歩（途中）　輪島　2021.04.11］
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一般女子

　　300m 　　37.74

　　　　吉田　紗弓（愛知高教員 AC）

 [ 日本 GP 出雲・吉岡隆徳記念　島根浜山　2021.04.11］

高校男子

　　110mH(1.067m/9.14m) 　　14.00(+1.5)

　　　　西　　徹朗（名古屋）

 [第 2 回名古屋地区クラス別　瑞穂北　2021.04.10

　　400mH(0.914m/35.0m) 　　50.65

 高橋　遼将（中京大中京）

 [ 名古屋地区夏季競技会　瑞穂北　2021.06.13］

中学女子

　　棒高跳　　3.11

　　　　岡部　陽奈（逢妻中）

 [ 西三河中学校通信　豊田　2021.05.15］

小学生男子

　　共通コンバインド B 　2174

　　　　川合　来門（田原陸上）

 [ 日清カップ県小学生　瑞穂北　2021.06.26］

 （石鎚　一則）

各 地 区 報 告

名古屋地区陸上競技協会
トラックシーズンをほぼ終えて

　地区総会に於いて任期満了に伴う名古屋地区役員に変更

がありましたのでご紹介します。（敬称略）

2021・2022 年度新役員

名誉役員

　顧問　　　坂井田酵三

役員

　会長　　　青木　　実

　副会長　　砂子間英明

　理事長　　水野　　久

　副理事長　植田　准次・小川真一郎

　常務理事　吉越　　明・勝見　雅宏・田中　輝彦

　　　　　　粥川　浩司・安田　純久・南　康次郎

　　　　　　岡戸　文一・可知　裕行

　任期は 2 年間ですが宜しくお願いいたします。

　名古屋地区陸協は例年、大会運営にご尽力をいただいた

審判員、選手育成強化に努められた指導者、そして前年度

大活躍の優秀選手の表彰を行なっています。今年度は 5 月

13 日パロマ瑞穂北陸上競技場で競技会開催前に表彰いた

しました。

　今年度の地区表彰者は以下のとおりです。（敬称略）

優秀審判員賞：石井　哲郎

　　　　　　　深谷　晶彦

優秀指導者賞：舩本　広之

　　　　　　　可知　裕行

優秀選手賞：河合　代二（トーエネック）

　　　　　　　稲川　慧亮（中京大中京高校）

　　　　　　　 　萌々子（名古屋大谷高校）

　　　　　　　兵藤　拓郎（御幸山中学校）

　　　　　　　山田　真央（御幸山中学校）

　　　　　　　松村　琴都（TSM）

　　　　　　　矢野　春樹（JAC 武豊）

　　　　　　　蜷川　真奈（成岩 SC）

　以上の皆さんです。今後ますますのご健勝とご活躍を心

よりお祈りいたします。

　最後になりますが、ご承知のように瑞穂の本陸上競技場

は 2026 年アジア大会開催に向け新しく変わろうとしてい

ます。取り壊し工事は若干遅れているようですが、今年度

中には解体が始まると伺っています。完成までの数年間は

これまでサブグラウンドとして使用してまいりました北陸

競技場が名古屋市内唯一の競技場となり、県下の主要大会

はもちろん記録会から選手権までの競技会場となります。

特にコロナ禍での競技会開催は無観客開催とはいえ、選手

の安全を確保した上で安心して最高のパフォーマンスが発

揮されるよう、競技運営に努める必要があります。名古屋

地区としてもこれまで試行錯誤をしながら競技会運営をし

てまいりましたが、今後も県陸協にご協力とご支援をいた

だきながら、選手ファーストで進められるよう更なる検討

をしてまいります。

 （水野　　久）

尾張陸上競技協会

　尾張陸協は今年度、役員改選の年を迎え新たな役員体制

（理事 2 名交代、2 名追加）でスタートしました。

　今シーズンもコロナ禍の競技会が続く中、細心の注意を

払いながら運営に当たっています。6 月 20 日（日）には

昨年中止された愛知パラ陸上競技フェスティバルが行なわ

れました。全国からパラアスリートが集まり、競い合う姿

地区表彰の様子
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学校訪問●○43　名古屋経済大学高蔵高等学校　 2020 県高校駅伝　男子の部 2位

　今回は、昨年 11 月の愛知県高等学校駅伝競走大会の男子の部で 2°05'42" で 2 位になった名経大高蔵高校を訪問し

ました。優勝した豊川高校に1分47秒差まで迫ったこの記録は、12月の全国高校駅伝の記録の21位に相当しています。

今年こそはと意気込むチームの強さの秘訣を取材の中から報告します。

　一つ目は、練習前の状況です。14 時 30 分からの練習とお聞きしていた私は 14 時 15 分ぐらいに到着しました。そ

の時目に入ってきた光景は手に手にほうきを持った部員たちの姿で、練習の前 15 分間は毎日清掃の時間に当てられ

ているとのことでした。300m 2 レーンの走路を中心に、準備運動に利用している駐車スペース、器具庫周辺などを

丁寧に掃き清めていました。この 15 分間の活動はトレーニングの場を整備すること以上の成果をもたらしているよ

うに思われました。その一つの現れは、部員の集合場所に並んでいた荷物に見て取れました。

バッグが 4 列に少しの乱れもなくきちんと並んでいたのです。この清掃活動は、部内の規律

を生むのに大きな貢献をしているのに違いありません。練習場所を掃き清めることは、練習

場所を大事にすることです。練習場所、練習用具を大事にすることは、自分自身を大事にす

ることにつながります。高蔵高校の選手たちは、自分を大事にしながらトレーニングを積み

重ねているのだろうと思われました。

　二つ目は、練習に入る前のミーティングです。全体ミーティングの前に、3 年生と思われる 4 ～ 5 人が顧問の加藤

良寛先生と短時間ですが話し合いの場を持っていました。加藤先生によれば、「練習内容はある程度パターン化して

いますが、基本的にスケジューリングは生徒が決めています」とのことでした。やらされる練習ではなく、主体的に

取り組む練習になっています。その後の全体ミーティングでも、まずはキャプテンから練習の概要、ポイントとして

意識することなどが伝達されました。加藤先生からもこの時期（訪問日は 7 月 4 日）の

位置づけ、今後のあり方といったことの説明がキャプテンの伝達の後でありましたが、

ミーティングはあくまで選手中心の場という印象でした。毎日この形で進んでいくの

ですから、おのずから主体性が育まれていっているのでしょう。この意識は、パフォー

マンスを上げるうえでの大きな強みです。

　三つ目は、本練習に入る前の練習内容です。まずは職員駐車場の空きスペースを利用

した準備運動。マットを使ったストレッチ、1m ほどのパイプを使った肩甲骨周りのほ

ぐし、骨盤周りの筋肉をほぐす基本運動、バランスボールを使った運動など 20 分は超

えていたでしょう。この中で先生は、肩甲骨周りと骨盤周りの筋肉をほぐすことの大事さを短い言葉で意識させてお

られました。毎日の積み重ねの中で、選手たちはどの筋肉を大きく使うのかを自然と学んでいるのでしょう。また、

故障も少ないだろうなとも思いました。この点をもう一人の顧問の久木元大地先生にお尋ねしてみると、「2・3 年生

で故障する選手はまずいません」とのお答えでした。準備運動が終わるとグラウンドで激しい走り込みが始まるかと

思っていましたが、全く違いました。トラック内を利用して、ラダー、ミニハードルを使った基本運動が 40 分ほど

続きました。この中でも加藤先生は、肩甲骨周りと骨盤周りの筋肉の重要性、さらには上半身と下半身との連動を意

識させておられました。ミニハードルの運動の中ではまた、アキレス腱反射のことも説いておられました。「頭を使

えということですね」と申し上げると、「頭と体の両方ですよ」と言葉が返ってきました。このトレーニングの中で

目を引いた内容を、二点紹介します。一つ目はチームを三班に分けていたことです。3年生部員 10名、2年生部員 10名、

1 年生部員 19 名と総勢 39 名もいるのですから、三班に分けなければ効率が悪くなります。ただそこに一工夫があり

ました。学年をごちゃまぜにして上級生が下級生を指導しながらトレーニングがなされていたのです。上級生は下級

生に指導しながら理解をいっそう深めているように思われました。もう一つは、練習の様子をタブレットで撮影して

いる部員がいたことです。故障中の選手が担当していたようですが、久木元先生によると以

前は自分が担当していたのですが、選手やマネージャーに教え込んで今では自分たちで視覚

的に動きを確認できるようになっていますとのことでした。視覚的情報によって、練習効果

が飛躍的に高まっているのでしょう。

　ここまで来てやっと本練習に入りましたが、ここにも紹介しておきたいことがありました。

それは、「逆周」です。この日は県選手権の長距離大会の翌日ということもあって強度は高

くないものでしたが、それでも 40 分を超えるほどのペース走でした。その中に「逆周」の工夫が取り入れられてい

たのでした。読んで字のごとく「逆に周る」というだけのことですが、そこには体のバランスを整え鍛えて故障を防

ぐという深い思慮が働いているのだと思いました。冒頭に紹介した上級生と加藤先生との話し合いの中で「順周」「逆

周」という言葉のやり取りがなされていましたが、選手たちは自分たちの体の状態を

見極めながら先生と相談していたのでしょう。自分たちの状態を確かめる目を持って

いるか否かで、練習効果には差が出るものです。

　練習後のあいさつで、骨盤の動き作りの基本運動が 100％ペース走に生かされてい

るとまでは言えないので伸びしろがありますよとお話をしました。そうしたら帰り際

に、骨盤の動きについて詳しく話してもらえませんかと尋ねてきた選手が一人いまし

た。学校訪問を何回も重ねてきましたが、指導を求められたのは初めてです。顧問の

先生方の指導と食い違ってはいけないと思い、骨盤が回転したらひざの方向はどうなる？ レースで腰ナンバー標識

を付けるけれど骨盤が良く動いている選手の腰ナンバー標識はどういうふうに目に映るかな？ とだけ投げかけてお

きました。主体性と探究心がさらにチームを高みに押し上げていくのではないかと思いつつ私はグラウンドを離れま

した。 （取材・文責・写真　大西　敏功）

練習内容・ポイントを
説明するキャプテン

走路を掃き清める部員

部訓

タブレットによる映像撮影
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は、多くの感動を与えてくれました。東京パラリンピック

内定者が順調な仕上がりを見せる中、日本新記録も誕生し

ました。通常の競技会とはかなり違い、戸惑うことばかり

でしたが、今後のパラリンピック競技の普及と理解、楽し

める環境作りが東京パラリンピック、そしてパリパラリン

ピックにつながると思いました。

　さて、話題は変わりますが、この時点での全国大会出場

者は以下のとおりです。

全国高等学校総合体育大会

　男子円盤投　　　　　庭野　夏海　（誠信）

　男子ハンマー投　　　後藤　悠圭　（愛西工科）

　　　　　　　　　　　濱口　大地　（一宮起工科）

　女子5000mW　　　　岸　　七海　（西春）

　女子円盤投　　　　　日髙　千鶴　（修文女子）

　女子ハンマー投　　　日髙　千鶴　（修文女子）

　女子やり投　　　　　林　　萌海　（修文女子）

　今回も尾張陸協の競技会運営上の工夫を紹介します。今

回は施設面についてです。二つ紹介しますが、二つとも電

気系統の配線の保護に関するものです。　

　一つ目はスターター関係で、全天候型走路に改修された

時の工夫です。改修前はグラウンドに倉庫が一つしかな

く、ハードルの台車と走高跳と棒高跳のマット（と言って

も当時のマットはウレタンの切れ端を袋状のネットに詰め

込んだものでした）をその一つの倉庫に押し込んで収納し

なければなりませんでした。どうやって収納していたかと

いうと、まずハードルの台車を空の倉庫にきれいに並べま

す。そしてそのハードルの上にマットを積み上げるので

す。ただここで大きな問題が生じます。それは、積まれた

ハードルの横木の端にマットの網目が引っかかって時には

網目が破れてしまうということです。そこで工夫したの

が、積まれたハードルの上にざら板を差し渡すことでし

た。ざら板の上にマットを積むことで、マットの網目が横

木の端に引っかからないようにしたのです。何とも時間と

手間のかかる収納でした。改修時にホームストレート側の

西側にも倉庫が建設され、マットも現在の方形箱型の物に

交換されました。台車に積んだままマットを収納すること

ができるようになり、収納が楽になるとともにざら板が不

要となりました。その不要となったざら板を利用したのが

スターティングブロック後方のコードの保護（写真 1）で

す。不要となったものの再利用ですから、費用はかかって

おりません。また、ざら板にはすき間がありますから、

コードをうまく収められるという利点もあります。

　二つ目は、フィールド種目の電気器具のコードの保護で

す。全天候型に変わって二度目の更新検定の際にタイマー

を購入していただいたのですが、ここでもコードの保護が

問題となりました。問題とはなりましたが、解決は簡単で

した。いちい信金スポーツセンター陸上競技場は県営総合

運動場の一角にありますので、併設施設の一つにプールが

あります。プールの更衣室で使用されていて廃棄されたプ

ラスチック製の簀の子があったのです。それを分解してつ

なぐ形（写真 2）でコードを保護することにしました。も

ちろん、これにも費用はかかっておりません。

　これからも知恵を絞って、工夫を重ねていきます。

 

 

 

（青山　充資）

西三河陸上競技協会

　4 月 3・4 日の西三河陸上競技記録会を皮切りに、本年

度のトラックシーズンがスタートしました。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大のため、西三河

地区の小・中・高校生が大きな影響を受け、新年度早々、

3 か月に及ぶ活動の自粛や予定されていた多くの大会が中

止になりました。この間、各カテゴリーにおいて幾度も会

議を重ね、コロナ対策を十分に考えて 7 月から大会の再開

にこぎつけました。そんな意味から、競技者の頑張りとと

もに、運営側の役員・審判員の皆さんが大会準備・運営の

ために、例年にないご努力をされたことに改めて感謝申し

上げます。

　さて、昨年度、そんな厳しい状況下で開催された 10 月

の「全国中学生陸上競技大会 2020」では、男子 1500m の

杉田晃大選手（竜海中）、女子 1500m の小嶋聖來選手（六

ツ美北中）、女子四種競技の林 美希選手 < 日本中学記録 >

（翔南中）が優勝を果たしました。さらに、11 月に行なわ

れた県高校駅伝大会で安城学園が見事に初優勝し、全国高

校駅伝への出場など、西三河地区の選手が素晴らしい活躍

を見せてくれました。本年度も昨年度までの良き流れを止

めることなく、更なる高みをめざして各大会で頑張ってほ

しいと思います。

　本年度の全国大会は、全国中学総体が茨城県、全国高校

総体が福井県で開催される予定です。5 月 15・16 日には、

全国中学通信陸上大会の西三河予選会が開催され、女子

棒高跳の岡部陽菜選手（逢妻中）の県中学新記録 3m11cm

での優勝をはじめ、好記録がたくさん生まれました。本年

度も県・全国大会に向けて、西三河地区の選手が多くの種

目で活躍してくれることを楽しみにしたいと思います。

　高校においても、5 月に全国総体の西三河予選会、県大

会、そして 6 月 18 ～ 20 日には三重県（伊勢）で東海地

区予選会が開催されました。

高校総体東海地区予選会結果

○男子

400m 5 位　小島　颯太（岡崎城西）

800m 5 位　山田　彪斗（豊田大谷）

5000m 6 位　松井　寛翔（豊田大谷）

4 × 100mR 4 位　岡崎城西

　　（田原　慧人・鈴木　一磨・高倉　昂生・山下　侑冴）

4 × 400mR 5 位　岡崎城西

　　（玉木　裕真・後藤　眞登・盛　耕太朗・小島　颯太）

走高跳 6 位　鈴木　琉太（岡崎城西）

ハンマー投 6 位　池田光太郎（安城学園）

写真 1 写真 2
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○女子

100m 2 位　小松このみ（安城学園）

 4 位　沖　　美月（岡崎城西）

200m 1 位　小松このみ（安城学園）

 4 位　沖　　美月（岡崎城西）

400m 1 位　森　　千莉（豊田大谷）

800m 2 位　小山　愛結（安城学園）

 4 位　森　　千莉（豊田大谷）

1500m 5 位　磯部　早良（安城学園）

3000m 3 位　磯部　早良（安城学園）

 5 位　中馬　蘭奈（豊田大谷）

100mH 6 位　村瀬　心優（安城学園）

4 × 100mR 2 位　安城学園

　　（手島　美咲・小松このみ・中根　　葵・飯田　真衣）

 5 位　岡崎城西

　　（野村　桃夏・沖　　美月・田中　萌葉・森下　愛梨）

4 × 400mR 4 位　安城学園

　　（飯田　真衣・中根　　葵・石原　美空・小山　愛結）

走高跳 3 位　村松　　優（安城学園）

 4 位　吉岡　美音（岡崎城西）

 5 位　鈴木　菜美（岡崎北）

棒高跳 2 位　磯貝　茅於（岡崎城西）

走幅跳 5 位　石川　　凜（安城学園）

三段跳 2 位　石川　　凜（安城学園）

 3 位　本多　柚稀（西尾）

砲丸投 4 位　山田　真央（安城学園）

ハンマー投 4 位　原田　愛音（安城学園）

　上記のとおり、女子 200m の小松このみ選手（安城学

園）、女子 400m の森　千莉選手（豊田大谷）の優勝をは

じめ、5 校 22 種目延 45 名の選手が入賞し、全国総体の出

場権を獲得しました。

　まだまだ、コロナ禍で日々のトレーニングや大会の参加

などに制限がかかると思われますが、全国高校総体での西

三河地区の選手の活躍を期待したいと思います。

 （太田　一弘）

東三河陸上競技協会

　シーズンが開幕して、早 3 か月が経過しました。本年度

はコロナ禍が続く中、夏目前会長が勇退され、以下の新た

なスタッフでスタートすることになりました。

顧　　問 牧田　　功

会　　長 鈴木　政男

副 会 長
伊藤　朝一・伊藤　博之・手嶋　修次
井上　兼久

理 事 長 兵藤　重二

副理事長 仲井　雅弘

理　　事 一般・高校・小中・地区・女性の各理事選出

会　　計 山本　陽子　福田　勝顕

秘　　書
中西　征裕・山本　誠司・山本　陽子
福田　勝顕

専門委員長

総　　　務 山本　誠司

競　　　技 横地　　勝

審　　　判 鈴木　俊也

記　　　録 鈴木　信弘

施　　　設 中村　昭広

強　　　化 佐々木敏也

マスターズ 北河　紀人

トレーナー 井上　直生

○現況

　　新役員は、令和 3 年 1 月 10 日の理事会において決定

されました。

　　豊橋競技場の改修・整備により、トラック全面・走高

跳ピット・走幅跳助走路張替えや、ハードルやスター

ティングブロック・棒高跳マットの更新、電子音ピスト

ルの導入等が行なわれました。中部実業団より場内時計

や器具庫スロープ、トランシーバー等の寄贈を受けまし

た。

　　新走路の柔軟性やラインの塗料の定着に問題があり、

市と協議して対応策を検討しています。

　　コロナ対策は、前年度からの取り組みを生かし、より

慎重に継続し大会を運営しています。無観客大会という

こともあり、一部の大会ではライブ配信を実施しており

ます。

　　すでに、小・中・高・一般の大会が行なわれ、今後の

活躍が期待される選手が多く見られました。高校ではイ

ンターハイへの出場を約 20 名が決めることができまし

た。

○今後の目標

・コロナ対策を徹底し、安全・安心な大会運営を第一に実

施します。

・合同練習（合宿）や合同記録会を通して、次のステージ

への継承を目ざした「選手」「指導者」育成や支援をし

ていきたいと思います。

・審判員の確保として、競技経験者が、審判員や指導者と

して戻ってくれることを期待しています。

○オリンピックに思う

・コロナ禍の影響からいまだ不透明な状態が続いています

が、こんな時こそ「日本の底力」を見せることができる

と思います。みんなで工夫し、みんなで協力し、どうし

たら安全に安心して実施できるか考え行動してほしいと

思います。

・郷土の星：鈴木亜由子選手には、万全な状態でスタート

地点に立ち、思い切り走ってもらいたいと思います。結

果は後からついてきます。

 （鈴木　政男）

小学生友の会

　6 月 26 日（土）にパロマ瑞穂北陸上競技場で全国小学

生陸上競技交流大会愛知県予選会が行なわれました。今年

度は 900 人を超えるエントリーがあり、熱戦が繰り広げ

られました。コンバインド種目（A：80mH 走高跳、B：
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走幅跳 ジャベリックボール投）が始まって 3 年目となり、

多くの子どもたちがいろいろな種目を経験して、陸上競技

を楽しんでいる様子がうかがえました。年々記録も向上

しており、コンバインド A 男子では 1 位加藤遼大君（へ

きなん陸上）、2 位小木曽蒼真君（TSM）、3 位石川湊真君

（JAC 武豊）までが大会新記録。コンバインド B 男子では

1 位川合来門君（田原陸上）が県小学生新記録・大会新記

録という素晴らしい結果となり

ました。また 2018 年・2019 年

とリレー種目で全国優勝をして

いる愛知ですが、今年度はコロ

ナのためリレーが全国大会では

行なわれなくなりました。大変

残念です。個人種目に絞っての

全国大会が 9 月 19 日（日）に

日産スタジアム（神奈川）で行

なわれます。愛知県選手団の応

援をよろしくお願いします。

（写真提供：フォトクリエイト）

【全国大会参加者一覧】

男子

種  目 氏　名 記　録 学年 所　属

6年100m 星野　月音
12.95

（-1.6）
6 田原陸上

5年100m 竹内　奏太
13.89

（-1.3）
5 豊橋陸上

コンバインドA 加藤　遼大
2255点　大会新記録

13.08（-1.3）1m40
6

へきなん
陸上

コンバインドB 川合　来門
2174点　県小学生新記録
大会新記録4m49
（+1.0）53m28

6 田原陸上

女子

種  目 氏　名 記　録 学年 所　属

6年100m 祖父江亜希夏
13.57

（-2.2）
6

AC一宮
Kids

5年100m 加藤　光桜
14.09

（-1.3）
5 豊橋陸上

コンバインドA 中馬　聡美
2171点

12.97（-1.0）1m31
6 TSM

コンバインドB 伊藤　里桜
1902点

4m35（+0.7）41m87
6 大須AC

     （八代香津子）

中小体連

　6 月 16 日（水）愛知県教育会館において、今年度、第 1

回の中小体連陸上競技部会を開催いたしました。活動方

針、主催大会の運営、愛知陸協より絶大な支援を頂いてい

る強化委員会ジュニア部の事業計画等を議題として行ない

ました。この紙面上において活動方針、組織を紹介させて

いただきます。

○活動方針「陸上競技の振興に努力する」

　　1．主催【総体、駅伝】・共催大会【通信】の成功

　　2．長期的視野に立った競技力向上体制の確立

○組織

　　部長　　　　　　　　　鈴木　秀樹（御劔小校長）

　　副部長（委員長）　　　佐橋　弘晃（扇台中）

　　総務部長　　　　　　　秋山真一郎（大高中）

　　　　　（財務担当） 　　三尾麻由美（守山中）

　　総務部委員　　　　　　釜下　隼亮（日進西中）

　　　　　　　　　　　　　日下部雄哉（丹陽中）

　　　　　　　　　　　　　本多　君徳（末野原中）

　　　　　　　　　　　　　岡田　敦史（青陵中）

　　競技運営部長　　　　　谷口　直土（守山西中）

　　競技運営部委員　競技：石田　　伸（知多中）

　　　　　　　　　　　　　今枝　厚樹（港南中）

　　　　　　　　　　駅伝：本多　君徳（末野原中）

　　　　　　　　　　　　　加藤　健太（岡崎北中）

　　　　　　　　　　審判：本多　君徳（末野原中）

　　　　　　　　　　　　　佐野　　亮（豊川東部中）

　　　　　　　　　　　　　中根　一樹（安城西中）

　　　　　　　　　　　　　中村　有斗（扶桑東小）

　　　　　　　　　　情報：谷口　直土（守山西中）

　　　　　　　　　　　　　平野　達也（愛知淑徳中）

　　　　　　　　　　　　　岡田　敦史（青陵中）

　　強化部長　　　　　　　谷口　直土（守山西中）

　　強化部委員（U16 リレー担当）

　　　　　　　　　　男子：秋山真一郎（大高中）

　　　　　　　　　　女子：仲田　優也（振甫中）

　　　　　　　（県中小体連強化部＝愛知陸協ジュニア部）

　中学生における陸上競技の普及と育成のため日々指導に

当たられている指導者の先生方、そして愛知陸協の先生方

とともに今後も引き続き「選手ファースト」の観点に立っ

て推進していきたいと思っております。競技会運営や、指

導でお困りのことなどがありましたら、所属の地区運動部

員まで声をお聞かせください。先生方の思いを少しでも中

小体連の活動に反映できればと考えております。

　 （佐橋　弘晃）

高体連
令和 3 年度全国高校総体（福井大会）に向けて

　昨年度中止された全国高校総体は、今年度北信越地区の

福井県で 7 月 28 日より開催されます。なかなか収束しない

新型コロナウイルス感染症の中、感染予防対策の下、4 月

より愛知県下 6 支部の予選会から始まりました。県大会は

男子コンバインドA大会新で
優勝の加藤君（へきなん陸上
クラブ）

女子 6 年 100m 決勝の熱戦のようす
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パロマ瑞穂スタジアムの改修工事のため岡崎龍北スタジア

ムにて実施をしました。その後 6 月 18 日から 3 日間、三重

県伊勢市の三交 G スポーツの杜伊勢陸上競技場で開催され

た東海高校総体にて代表選手が決定しました。ここ数年愛

知県は、150 名を超える選手が全国大会に出場していまし

たが、本年度は男女合わせて 144 名が全国大会への出場権

を獲得しました。本年度は三重県で国体が開催されます。

三重県の強化が順調に進んでいるようでしたので、多少の

危機感をもって大会に臨みました。三重県は多くの優勝者

が出て、上位層の強化がしっかりできているようでした。

一方、昨年度全国総体を開催予定であった静岡県は、入賞

者を減らす結果となりました。岐阜県は入賞数こそ微増で

したが、女子の活躍が例年になく目立ったように思います。

　個人種目の結果では、愛知県勢は、ここ数年、男女とも

二桁の優勝種目がありましたが、本年度は男子が 9 種目、

女子が 7 種目と減少しました。リレー種目では 2 種目合わ

せて女子が 6 チーム、男子が 7 チームの入賞でした。ここ

数年は女高男低の傾向でしたが、本年度は男子が頑張って

くれました。

　学校別では男女とも中京大中京高校の活躍が大いに光り

ました。男女ともに圧倒的な総合優勝に輝きました。

　表のように延入賞数は男子 50、女子 65、合わせて 115

になり、ここ数年の中では最大の数になりました。全国総

体参加者数は男子 73 名、女子 71 名、総勢 144 名になりま

した。ここ数年女子の参加者数が男子より多かったです

が、本年度は男子が頑張ってくれました。女子の減少はリ

レー種目の結果が反映してしまったと思われます。過去最

多は 152 名です。全国大会での活躍を大いに期待したいと

思います。

　一方で、本年度の全国大会不出場種目は男子の 5000mW

の 1 種目でした。女子は全種目で出場できました。日本全

体として競歩種目は大変盛り上がっていますが、東海地区

をみると、記録的にはかなりさみしいように思われます。

ここ数年は得意種目でしたので、愛知県をあげて頑張って

いかなくてはならないと感じました。これから大会に向け

ての各学校の選手の頑張りと顧問の先生方のご指導を期待

します。

　最後になりましたが、高体連としてもできることを、各

学校と連携しながら頑張って実践し、今後も努力を続けて

いきたいと思います。

東海総体入賞者数県別比較　　（　）内は令和元年度

県　　名 男　　子 女　　子 リレー 合　　計

愛　　　知 50（45） 65（63） 13（13） 115（108）

静　　　岡 33（34） 28（36） 6（8） 61（70）

岐　　　阜 17（14） 9（7） 1（2） 26（21）

三　　　重 26（33） 18（14） 4（1） 44（47）

総　　　数 21種目126 20種目120 4種目24 41種目246

※全国出場権　混成競技は3位までと全国上位5名。競歩は4位

まで。女子追加種目（棒高跳・三段跳・ハンマー投）は4位まで。

 （石井　哲郎）

ホ ー プ さ ん

佐藤　俐
り

有
あ

 選手 （田原市立東部中学校 3 年）

　「On your marks  Set…」

　バン！という音とともに鋭いスタートを切り、見事に優勝した大阪室内陸上の U16  60m。7"54 で大会記録を更新し、

2 年連続大会新で優勝を決めた瞬間でした。他にも、小学生の時に、4 × 100m リレーで全国大会優勝。中学 1 年生時は、

全日本中学校陸上競技大会の 100m、4 × 100m リレーに出場し、共に準決勝進出、ジュニアオリンピックでは C 女子

100m7 位、2 年生時は全国中学生陸上競技大会で 100m5 位という素晴らしい成績を収めました。

　陸上界で活躍している彼女の部活動での様子ですが、中学生の女の子らしく部員と和気あいあいとしながらも日々、練

習に真剣に励んでいる姿が見られます。メニューをこなすことはもちろん、先生方へのあいさつや返事、道具の準備や片

づけも忘れません。また、休日はクラブチーム（田原陸上クラブ）で自主練習に取り組むほど陸上に対して積極的です。

さて、指導者から見た彼女の強みですが、一つ挙げるとすれば、どの大会でも極度に緊張することなくいつもどおりのパ

フォーマンスを発揮できることだと思います。どのような大会でも彼女は普段と同じ調子で家族や私、友人と接し、レー

スに臨みます。常に緊張よりもレースに対する楽しさ

が勝っているようで、全国の舞台に立つときも自分の

走りをしっかり行なうことができます。常に安定した

パフォーマンスを発揮できる彼女は、どのような場で

も活躍することができるでしょう。

　彼女の目標は世界で活躍できる人。そのために、自

分の得意なスタートに磨きをかけながら、後半の走り

をいかに安定させるかという課題をもって、日々練習

に励んでいます。私自身指導力が未熟ですが、他の方

と協力しながら彼女を見守り、成長させていきたいと

思っています。ぜひ、皆様で今後の彼女の活躍を応援

していただければ幸いです。 　 （田原市立東部中陸上部顧問：柴田　　賢）

大阪室内陸上 U16 60m 　連続優勝
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高体連定通部
～県定通総体そして全国大会にむけて～

　県定通大会が 6 月 6 日（日）に 2 年ぶりの開催となりま

した。悪天候が予想された中でしたが、試合が始まると雨

も止み、まずまずのコンディションとなりました。昨年度

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け中止となっ

たので、今大会は大会初出場の選手も多い中で実施されま

した。コロナ禍で思うように練習ができない中でも、各校

がそれぞれで団結して大会に臨み、今大会では科技高刈谷

が男女ともに総合優勝を果たしました。今大会を無事実施

することができたのも、準備の段階から当日まで様々な場

面でご協力いただいた役員の方々、そしてコロナ禍の状況

の中でも試合に出場し、成果を出してくれた選手たちのお

かげです。この場を借りて、感謝申し上げます。

 　昨年度は中止であった全国定通大会も、今年度は 8 月

21 日（土）～ 24 日（火）に東京・駒沢オリンピック公園

陸上競技場で開催される予定です。愛知県は男女総合六連

覇がかかっています。昨年度全国大会が中止のため、今年

度は全国大会の経験のある選手がほとんどおらず、また主

力となる選手も多くはなく、例年に比べると総合力はやや

劣ると思われます。しかし主力となる選手がいなくとも、

一人ひとりが「チーム愛知」を胸に、1 点でも多く得点に

繋がるように試合に臨める選手が多いのが「チーム愛知」

の強みです。個々の力を大舞台でしっかりと発揮し、総合

力とチームワークを武器に参加選手 41 名とスタッフ全員

が全力で大会に臨み、優勝旗と賜杯を今年も愛知県に持ち

帰ります ! ぜひ「チーム愛知」にご声援とご期待のほど

よろしくお願いいたします。

 （野村　有輝）

学　連

 　健康チェックや“無観客”がスポーツ活動のスタン

ダートとなり、2 年目を迎えた 2021 年は、延期開催の準

備が進んでいる東京オリンピック・パラリンピック大会だ

けではなく、学生アスリートにとっての世界大会、World 

University Games （旧ユニバーシアード）の開催年でも

ある。しかし、今年に入り大会自体が 2022 年に延期開催

が決まり、既に代表内定していた選手は取消となり、再度

選考することになった。どうしても暗い話題ばかりが取り

上げられてしまうが、東海地区の学生競技界では、春先か

ら好記録が誕生した。昨年の日本インカレ男子走幅跳の覇

者、伊藤 陸（近大高専）選手が 7m85 を記録し、従来の

東海学生記録を更新した。その翌月に開催された日本学生

個人選手権（平塚、6/5）では、8m00 まで記録を更新し、

東海地区初の 8m ジャンパーとなった。

　緊急事態宣言下での開催となった第 53 回全日本大学駅

伝東海地区選考会（刈谷、6/13）は、皇學館大学が総合 1

位となり 5 年連続 5 回目の代表権を獲得した。2 位には岐

阜協立大が入り、5 年ぶり 4 回目の伊勢路を迎えることに

なった。近年、東海地区の学生長距離界を牽引している皇

學館大の代表権獲得はレース前から有力視されており、同

大に続く 2 枠目の代表権争いが注目されたレースであっ

た。11 月 7 日（日）に予定されている本大会での両チー

ムの活躍に期待する。駅伝選考会の翌週に予定していた西

日本学生対校選手権（岐阜）は、緊急事態宣言対象地域に

含まれる 9 都道府県のうち 7 府県が西日本地区であるこ

と、そして、陽性者の多い地域の学生が会場である岐阜に

集まることに対する市民感情にも配慮して、2020 年大会

に引き続き中止という決断に至った。同時期に首都圏では

競技会が開催されていたため、西日本インカレも開催でき

たのでは？ という声も少なくなかったが、スポーツあっ

ての社会生活ではなく、社会の一部としてのスポーツ活動

という観点からは、今回の西日本インカレ中止の決断は賢

明であったと信じたい。

　上半期を締めくくる第 105 回日本選手権（大阪）と同期

間に開催された U20 日本選手権女子 3000mSC では、名城

大学の谷本七星選手が大会新で優勝した。高い競技力を維

持するのが難しい学生スポーツであるが、長年、トラック

からロードのシーズンを通じて、個人だけではなくチーム

としても高いパフォーマンスを残している名城大学の活躍

は、下半期以降のシーズンも期待できる。

　最後に、チーム内から陽性者が出たり、所属先から活動

許可をもらえず競技会参加を断念している選手もいるた

め、決して安心できる状況ではないが、愛知陸協および開

催地域の関係者の方々からのご協力をいただきながら、競

技会を開催できていることに感謝申し上げます。

 （黒須　雅弘）

実業団

　今シーズンの目標としては、東京オリンピックに出場す

ることだと思います。愛知県ゆかりの実業団選手は、昨年

決定している男子マラソンの服部勇馬選手（トヨタ自動

車）と鈴木亜由子選手（日本郵政グループ）、男子 20km

競歩の山西利和選手（愛知製鋼）、50km 競歩の丸尾知司

選手（同）の 4 名でしたが、新たに日本選手権 2 位で、オ

リンピック参加標準記録を突破した 3000m 障害の山口浩

勢選手（愛三工業）、ワールドランキングにて棒高跳の山

本聖途選手（トヨタ自動車）の 2 名が選出され、合計 6 名

の選手が選出されました。第１面の写真を参考にしてくだ

さい。

　日本代表として、精一杯悔いのない試合をしていただき

たいと思います。

 （中村　博之）

県大会 男子・女子優勝の科技高刈谷
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マスターズ陸上

　昨年から続いている新型コロナウイルスの脅威も一年以

上が経過し、終息の気配もなく新年度がスタートしました。

　未だに気を緩めることはできませんが、4 月 11 日に第 80

回愛知マスターズ記録会を開催することができました。参

加者は県内外から 174 名となり、記録に挑戦する方、競技

を楽しむ方、久しぶりの再会を楽しみにしていた方、それ

ぞれの思いの中で多くの選手が集まり無事に競技を終了す

ることができました。特にマスターズ陸上は、記録や結果

だけでなく仲間と競技を楽しむことも一つの思いとして参

加される方もおられます。各所で見られる笑顔や選手間の

交流は、感染防止を意識しているため真のふれあいまでは

できないものの、嬉しい特徴でもありいつもの活気が戻っ

て来たように感じました。合わせて恐れていた感染者の連

絡もなく、幸先の良いスタートになったことは大変喜ばし

いことでした。

　そのため 5 月 8 日に予定していた第 30 回愛知マスターズ

陸上競技選手権大会も節目となる 30 回を迎えることから、

役員一同張り切って準備を進めておりました。ところがま

ん延防止等重点措置の発令から、更には予定していた大会

の 2 日後には緊急事態宣言の発令が決定されました。マス

ターズ陸上は、65 歳以上の方が多く参加されます。緊急事

態宣言発令日の 2 日前ではありますが既に一般の感染者は

増加傾向になっていたため、会員の健康第一を考え非常に

残念ではありますが大会前日の早朝に中止を決定しました。

特に他県からの参加者には最優先でお一人おひとりに電話

で中止のご連絡をさせていただきました。中には自宅を出

る直前の方もおられましたので、多くの会員の方に大変ご

迷惑をお掛けしたと思います。幸いなことに苦情の連絡が

無かったことについては、ご理解をいただけたことと大変

感謝しております。またその後に予定していた大会では、6

月19 日の愛知マスターズ記録会と 6 月27 日の東海マスター

ズ陸上選手権大会（長野県飯田市）も中止を決定しました。

　現在ワクチン接種が進められておりますが、通常の生活

が早く戻ることを願うばかりです。以下は 4 月 11 日の記録

会で日本記録と県記録を達成された方になります。

［第 80 回愛知マスターズ記録会新記録達成者］

【日本記録】

立五段跳　M60  笹子　昌幸　神奈川県 13m67

【愛知県記録】　

100m 　W60 石川　順子　小牧市 15.23  

　　　　　　　　碓井由紀子　豊川市 15.31

　　　　　　　　林　　啓海　尾張旭市 15.46

200m 　W60 碓井由紀子　豊川市 31.44

400m 　M80 河村　典雄　知多市 1:24.36

 （下川　勝彦）

OB・OG 会

　愛知陸協 OB・OG 会は、昨年に続きコロナウイルス感

染防止の為、定時総会は書面での審議報告といたしまし

た。例年総会に続いて開催しております懇親会は、今回も

大変残念ですが中止しました。早く以前の日常に戻ること

を願うばかりです。

　さて、OB・OG 会は、長年の陸上競技への貢献と長寿

のお祝いをこめ 90 歳の卒寿、88 歳の米寿、80 歳の傘寿、

77 歳の喜寿を迎えられる方々に、お祝いの記念品を贈呈

しております。

　今年度の米寿祝は、東三河地区の豊田俊充様、今泉義一

様、名古屋地区の近藤卓夫様に、傘寿祝は、尾張地区の近

藤 弘様、西三河地区の村上脩一様に、喜寿祝は西三河地

区の外山 修様、高柳鉱二様、中尾洋一様、永田敏也様、

東三河地区の稲垣隆司様、名古屋地区の若松良一様、佐野

昭二様にお送りします。お祝いの記念品は、瀬戸の美山工

房・豊窯、寺田康夫氏の作品や、写真の黄瀬戸・加藤唐三

郎氏の作品をお贈りしました。皆様のますますのご健勝を

心よりお祈り申し上げます。

　なお、OB・OG 会へ入会希望の方は随時受け付けてお

りますので、以下の地区世話人までご連絡ください。

（尾　張）小島　末広　　杉山　裕二

（名古屋）國分　一郎　　稲垣　　裕　　佐野　昭二

　　　　 小川真一郎　　水野　　久

（西三河）竹川　正彦　　中尾　洋一　　石田美知枝

（東三河）鈴木　　覚　　加藤　春雄

 （水野　　久）

第 104 回日本陸上競技選手権大会・
室内競技 2021 日本室内陸上競技大阪大会
2021年3月17日（水）・3月18日（木）大阪城ホール

男子 （本県 3 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　別 種　目 順位 氏　名 所　属 記　録

シニア 棒高跳 2 山本　聖途 トヨタ自動車 5.70 GR

U18 60 ｍ 3 香山　勇輝 中京大中京高 6.98

女子 （本県 3 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　別 種　目 順位 氏　名 所　属 記　録

U16 60 ｍ 1 佐藤　俐有 田原東部中 7.54 GR
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U18
60 ｍ 3 藏重　みう 中京大中京高 7.65

走幅跳 1 松村　琴都 TSM 5.73 GR

豊橋長距離競技会
2021 年 4 月 17 日（土）豊橋市営陸上競技場

（本県 1 位入賞のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

中学・高校男子3000m 平井　　翼 愛知高 8.52.77

中学・高校女子1500m 林　　愛望 岡崎城西高 4.41.78

中・高・一般女子3000m 下山田絢香 椙山女学園大 9.52.40

国民体育大会選手選考春季選抜競技会
2021 年 4 月 17 日（土）・4 月 18 日（日）パロマ瑞穂北陸上競技場

男子 （1 位のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

少
年
A

100m 鈴木　一磨 岡崎城西高 10.95

300m 桂木　大和 中京大中京高 34.39

800m 山田　彪斗 豊田大谷高 1.54.34

5000m 松井　寛翔 豊田大谷高 15.11.21

300mH 田原　佳悟 名古屋西高 37.73

棒高跳 中島　颯太 中京大中京高 4.60

ハンマー投 (6.000kg) 小島　諒大 名古屋大谷高 57.16

少
年
B

100m 向井　悠汰 中京大中京高 11.25

3000m 佐々木　哲 TSM 8.46.66

走幅跳 森部　　諒 名城大学附属高校 6.36

砲丸投 (5.000kg) 兵頭　拓郎 名古屋大谷高 14.17

少
年
共
通

110mH(0.991m) 田原　佳悟 名古屋西高 14.23

5000mW 山中　遼平 名古屋南高 23.54.45

走高跳 鈴木　琉太 岡崎城西高 1.95

三段跳 加藤　隼輝 中京大中京高 14.31

円盤投 (1.750kg) 長嶋　流万 名古屋大谷高 43.40

成
年

100m 山田　佑輔 小島プレス 10.79

300m 篠原　宏輔 立命館大 34.17

800m 松本　結叶 岐阜協立大 1.57.11

5000m 緒方　　航 I.A.R.C 14.49.50

110mH 岡本真太朗 ＪＲ東海 15.51

10000mW 小林　貫太 愛知教育大学 43.15.46

走高跳 松下　　陸 名古屋大学 1.95

走幅跳 高野　恭平 フジヤ 7.02

ハンマー投 (7.260kg) 墨　　訓熙 小林クリエイト 67.13

やり投 (800g) 榊間　隆晃 至学館クラブ 57.16

中
学

110mH 杉浦　颯志 TSM 岡崎 15.40

走高跳 沓名　修吾 豊橋東部中 1.75

走幅跳 宮本　恭伍 大口中 5.45

砲丸投 (5.000kg) 小森　健太 大府中 11.96

女子� （1 位のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

少
年
A

100m 藏重　みう 中京大中京高 12.41

300m 飯田　真衣 安城学園高 40.98

3000m 磯部　早良 安城学園高 9.43.46

300mH(0.762m) 　和佳奈 旭野高 44.23

走幅跳 柴田　菜那 名城大学附属高校 5.47

ハンマー投 (4.000kg) 宮川　萌花 修文女子高 45.50

　2021 年 7 月に「朝宮公園陸上競技場」

（愛称：スポーレ春日井）がオープンし

ました。直走路 9 レーンの全天候ウレタ

ン舗装の第 3 種公認陸上競技場で、投擲

対応人工芝、メインとバック屋根付きス

タンド、電子スタート音などが採用され

ています。また、バックストレートでの

逆走にも対応予定です。7 月 18 日のオー

プニングイベントを皮切りに、春日井市

内中学校陸上大会、知多愛日地区や名古屋地区の中学校の大会がこの夏以降開催される予定です。

　8 月より一般供用が開始されますが、毎週火・木曜の夕方が陸上競技の個人利用日（砲丸以外の投擲練習不可）とし

て設定されているほか、事前予約による専用利用（投擲練習可）も可能です。

　最寄駅からのアクセスや駐車場の数など課題もありますが、愛日地区待望の公認陸上競技場として大会や練習の会場

として積極的に活用され、鮮やかなブルーのトラックを中心にこの地区の陸上競技がさらに盛り上がっていくことを期

待しています。 （柴田　卓也）

　　 陸上競技場めぐり⑰
　　　　　　朝宮公園陸上競技場

バックスタンド９レーンの直走路
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少
年
B

100m 佐藤　俐有 田原東部中 12.29

800m 森　　千莉 豊田大谷高 2.14.75

100mH(0.762m) 田島七里香 至学館高 15.12

走幅跳 松村　琴都 瑞陵高 5.58

砲丸投 (4.000kg) 山田　真央 安城学園高 12.71

少
年
共
通

3000mW 片原未紗音 豊明高 14.45.37

円盤投 (1.000kg) 伊藤　圭菜 至学館高 41.08

やり投 (600g) 　萌々子 名古屋大谷高 49.51

成
年

100m 大城　珠莉 至学館大 12.32

300m 岸本　優花 至学館大 41.41

800m 青山　理奈 中京大中京高 2.10.44

5000m 安藤　優月 至学館大 17.06.90

100mH 安藤　愛未 至学館大 13.99

3000mSC(0.762m) 森崎　綾乃 関西外大 10.58.04

5000mW 則武　桃佳 中部学院大学 26.01.90

走高跳 加藤　愛結 光ヶ丘女子高 1.60

棒高跳 水上　真里 中大 3.50

走幅跳 明星　　光 愛知陸協 5.48

ハンマー投 (4.000kg) 水野　杏香 みかん山 42.31

やり投 (600g) 榊原　梨子 至学館大 43.74

中
学

100mH(0.762m/8m) 椎屋　怜奈 TSM 15.21

走高跳 原田　　碧 羽田中 1.45

走幅跳 水野文由里 TSM 5.15

砲丸投 (2.721kg) 平岩　里彩 守山中 12.55

第 87 回東海学生陸上競技対校選手権大会
2021年5月7日（金）～5月9日（日）岐阜メモリアルセンター長良川競技場

男子 （本県登録 1 位入賞のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

200m 伊藤　弘大 至学館大 21.23

400m 加藤　皓大 日本福祉大 48.11

1500m 中島　慎哉 岐阜協立大 3.57.13

5000m 森川　陽之 名古屋大 14.34.75

400mH(0.914m) 土居　駿斗 愛知教育大 53.90

10000mW 小林　貫太 愛知教育大 44.24.13

やり投 (800g) 新谷　友基 至学館大 57.90

女子 （本県登録 1 位入賞のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

100m 大城　珠莉 至学館大 11.93

200m 大城　珠莉 至学館大 24.24

400m 松嶋　真矢 至学館大 57.92

1500m 山本　有真 名城大 4.23.19

100mH(0.838m/8.5m) 安藤　愛未 至学館大 13.83

400mH(0.762m) 真鍋　綾菜 愛知教育大 1.00.35

3000mSC(0.762m) 井上　葉南 名城大 11.07.64

4×100mR

岸本　優花
大城　珠莉
吉澤ひまり
三杉　七美

至学館大学 46.79

4×400mR

山口こころ
松嶋　真矢
遠山　奈月
奥林　　凜

至学館大学 3.55.42

三段跳 吉村　月乃 愛知教育大 12.10

砲丸投 (4.000kg) 榊原　梨子 至学館大 11.38

やり投 (600g) 榊原　梨子 至学館大 43.86

七種競技 田中　友梨 至学館大 4908

第 65 回中部実業団対抗陸上競技大会
2021年5月15日（土）・5月16日（日）岐阜メモリアルセンター長良川競技場

男子 （本県 1 位入賞のみ）（GR：大会新　FR：外国人参考記録）

種　目 氏　名 所　属 記録

200m 野村　勇輝 小島プレス 21.43

800m 木村　理来 愛三工業 1.52.99

1500m 河村　一輝 トーエネック 3.42.67

5000m フィレモン　キプラガット 愛三工業 13.31.10

5000m 青木　祐人 トヨタ自動車 13.38.05

10000m ロジャースチュモ　ケモイ 愛三工業 28.09.99

400mH
(0.914m) 真野　悠太郎 愛生館 50.63

3000mSC
(0.914m) フィレモン　キプラガット 愛三工業 8.26.50 FR

10000mW 山西　利和 愛知製鋼 38.57.37 GR

4×100mR

徳村　洋輝
渡邉圭一郎
新城　健斗
高野　克哉

トヨタ自動車 41.11

4×400mR

安井　一樹
山田　佑輔
野村　勇輝
平田　勝己

小島プレス 3.18.57

走幅跳 高野　恭平 FUJIYA 7.44

ハンマー投
(7.260kg) 古旗　崇裕 みかん山 61.03

やり投 (800g) 石山　　歩 ティラド 73.40

女子 （本県 1 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　目 氏　名 所　属 記録

1500m ヘレン　エカラレ 豊田自動織機 4.15.55

3000m 沼田　未知 豊田自動織機 9.51.91

5000m 川口　桃佳 豊田自動織機 15.45.63

100mH
(0.838m) 大松　由季 エリアワン 14.02

400mH
(0.762m) 九鬼友梨恵 加藤建設 59.61 GR

4×100mR

加藤　早紀
中尾　優里
齋藤　　結
新木　詩乃

小島プレス 48.56
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4×400mR

齋藤　　結
中尾　優里
加藤　早紀
糟谷　友里

小島プレス 4.19.20

三段跳 加藤　早紀 小島プレス 12.38

砲丸投
(4.000kg) 徳岡　沙織 一宮北高教 12.79

円盤投
(1.000kg) 徳岡　沙織 一宮北高教 39.99

第 75 回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技大会
2021年5月21日（金）～23日（日）岡崎市龍北総合運動場 陸上競技場

男子 （3 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　目 1 位 2 位 3 位

100m
舘野　峻輝

10.67　中京大中京
田邉　隼門　 

10.77　中京大中京
木下　凌輔　 
10.80　松蔭

200m
舘野　峻輝

21.32 GR　中京大中京
木下　凌輔　 
21.46　松蔭

桂木　大和
21.51　中京大中京

400m
小川　大輝

47.96　豊橋南　
桂木　大和

48.17　中京大中京
小島　颯太

48.78　岡崎城西

800m
髙嶋　荘太

1.52.55　中京大中京
杉本　　仁　 

1.52.71　中京大中京
杉原　一冴　 

1.52.78　向陽

1500m
髙嶋　荘太

3.59.72　中京大中京
谷村　恒晟

4.00.07　愛知
山田　彪斗　 

4.00.12　豊田大谷

5000m
吉村　聡介

14.54.31　豊川
松井　寛翔　 

14.54.93　豊田大谷
加藤　太一

14.55.60　千種

110mH
(1.067m)

西　　徹朗
14.13 GR　名古屋

高橋　遼将
14.53　中京大中京

田原　佳悟　 
14.68　名古屋西

400mH
(0.914m)

小川　大輝
52.72　豊橋南

高橋　遼将　 
53.33　中京大中京

山﨑　巧翔
54.35　一宮起工科

3000mSC
松下　永明

9.24.83　豊川
本多　秋詩　 

9.24.90　名経大高蔵
山口　大貴　 

9.32.98　旭野

5000mW
齋藤　琉空

23.21.71　愛西工科
山中　遼平　 

23.41.27　名古屋南
足立　真崇 

24.00.15　松蔭

4×100mR

中京大中京
40.00 GR
香山　勇輝　
舘野　峻輝　
田邉　隼門　
髙橋　大地　

名古屋大谷
41.21

齊藤　穂高
小島　拓真
伊藤　大翔
小林あるまん

岡崎城西
41.38

田原　慧人
鈴木　一磨
高倉　昂生
山下　侑冴

4×400mR

中京大中京
3.15.81

西垣　拓音　
桂木　大和　
桐山誠二郎　
岡副　周平　

岡崎城西
3.16.23

玉木　裕真
後藤　眞登
勝上　広大
小島　颯太

桜丘
3.16.48

木嶋　大翔
柳　龍太郎
待鳥　大陽
久田　凌大

走高跳
乙部　真吾
1.95　豊川

鈴木　琉太
1.95　岡崎城西

1.90
新實　咲哉
鶴城丘

安井　竣亮
一宮

棒高跳
中島　颯太

4.60　中京大中京

林　鼓太朗
4.40　岡崎城西
谷口　柊斗

4.40　中京大中京

走幅跳
中島　海翔

7.34　名城大附
田中　瑛一

7.26　豊橋南
池ヶ谷賢吾

6.99　岡崎城西

三段跳
藤野　晃志
14.73　岡崎

加藤　隼輝
14.69　中京大中京

田中　瑛一
13.89　豊橋南

砲丸投
(6.000kg)

原　　維近
15.00　春日井工科

半田　千空　 
14.13　中京大中京

庭野　夏海
13.98　誠信

円盤投
(1.750kg)

長嶋　流万
44.41　名古屋大谷

庭野　夏海　 
42.75　誠信

上村　勇輝
40.49　名古屋大谷

ハンマー投
(6.000kg)

小島　諒大　 
62.60 GR　名古屋大谷

鈴木　哲生　 
54.14　名古屋大谷

濱口　大地
53.98　一宮起工科

やり投
(800g)

横井　太翔
63.87　中京大中京

織田　翔万
57.33　名古屋大谷

眞名子智仁　 
53.54　昭和

8 種競技
田原　佳悟

5247　名古屋西
伊藤　優真

4891　名古屋西
加藤　隼輝

4862　中京大中京

総合 中京大中京　116 名古屋大谷　40 岡 崎 城 西　36

トラック 中京大中京　80 豊　　　川　22 豊　橋　南　15

フィールド 中京大中京　31 名古屋大谷　29 岡 崎 城 西　21

女子 （3 位入賞のみ）（GR：大会新）

1 位 2 位 3 位

100m 倉橋　美穂
11.95　中京大中京

藏重　みう
12.11　中京大中京

小松このみ
12.18　安城学園

200m 倉橋　美穂
24.32　中京大中京

藏重　みう
24.46　中京大中京

小松このみ
24.67　安城学園

400m 森　　千莉　
55.48　豊田大谷

政野　志歩
56.52　中京大中京

平野　里歩
57.13　中京大中京

800m 青山　理奈
2.08.75 GR　中京大中京

小山　愛結
2.08.88 GR　安城学園

森　　千莉
2.11.03　豊田大谷

1500m 森　　彩純
4.32.63　豊川

磯部　早良
4.33.58　安城学園

丹羽　琴音
4.33.69　中部大第一

3000m 中馬　蘭奈
9.25.19　豊田大谷

磯部　早良
9.31.46　安城学園

森　　彩純
9.37.17　豊川

100mH
(0.838m)

　和佳奈
14.24　旭野

松本佳音彩
14.48　中京大中京

片山　心菜
14.51　中京大中京

400mH
(0.762m)

夏目　紗彩
1.01.11　豊川

神田　彩名
1.01.11　名城大附

　和佳奈
1.01.77　旭野

5000mW 片原未紗音
26.06.71　豊明

岸　　七海
26.18.26　西春

三浦萌乃果
28.05.36　旭野

4×100mR

中京大中京
45.70 GR
前田　紗希
倉橋　美穂
須崎　心優
藏重　みう

安城学園
46.75

小松このみ
手島　美咲
中根　　葵
飯田　真衣

岡崎城西
47.11

藤井　鈴奈
沖　　美月
森下　愛梨
田中　萌葉

4×400mR

中京大中京
3.50.23

中島　明香
政野　志歩
青山　理奈
中澤　愛菜

安城学園
3.51.02

飯田　真衣
石原　美空
小松このみ
小山　愛結

至学館
3.53.18

坂井　寿々
中西　楓夏
加藤　涼音
小幡　胡実

走高跳 鈴木　菜美
1.64　岡崎北

栗田　唯衣
1.64　豊橋商

村松　　優
1.61　安城学園

棒高跳 磯貝　茅於
3.30　岡崎城西

齋藤　未来
3.10　至学館

横井　　綾
3.10　岡崎城西

走幅跳 松村　琴都
5.62　瑞陵

冨田　遥加
5.42　豊橋南

石川　　凜
5.41　安城学園

三段跳 渡辺実優花
11.61　名城大附

本多　柚稀
11.54　西尾

石川　　凜
11.45　安城学園

砲丸投
(4.000kg)

　萌々子
12.55　名古屋大谷

伊藤　圭菜
11.61　至学館

小原　　恵
11.32　名古屋大谷

円盤投
(1.000kg)

伊藤　圭菜
40.66　至学館

日髙　千鶴
37.83　修文女子

別所りなみ
32.67　三好

ハンマー投
(4.000kg)

小原　　恵
45.43　名古屋大谷

日髙　千鶴
43.49　修文女子

原田　愛音
42.26　安城学園

やり投
(600g)

　萌々子
50.36　名古屋大谷

堤　　陽菜
48.48　名古屋大谷

林　　萌海
40.63　修文女子

７種競技 髙嵜　桃花
4460　中京大中京

林　　美希
3721　中京大中京

太田　結愛
3622　中京大中京

総合 中京大中京　83 安城学園　57 名古屋大谷　32

トラック 中京大中京　65 安城学園　38 豊　　　川　19

フィールド 名古屋大谷　32 修文女子　21 至　学　館　20.5
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第 72 回愛知県高等学校定時制通信制総合体育大会
2021 年 6 月 6 日（日）物産フーズサイエンス 1969 知多スタジアム

男子 （1 位のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

100m 判家　悠也 豊橋昼 11.60

200m 判家　悠也 豊橋昼 23.17

400m 今尾　宰人 科技刈谷 55.17

800m 金子　颯真 科技刈谷 2.13.25

1500m 田村　珀英 科技刈谷 4.18.46

5000m 松下　詞音 科技刈谷 18.10.15

400mH（0.914m） 金子　凌空 科技刈谷 1.07.80

3000mSC 小林　功汰 科技刈谷 12.47.78

4×100mR

國枝　南斗
金子　凌空
今尾　宰人
井上　貴翔

科技刈谷 46.62

4×400mR

小林　功汰
石井　晃永
金子　颯真
田村　珀英

科技刈谷 3.55.00

走高跳 後藤　龍矢 岡崎工科 1.70

走幅跳 井上　貴翔 科技刈谷 5.85

三段跳 廣瀬　　源 豊橋昼 9.83

砲丸投（6.000kg） 下村幸太郎 名古屋工科 9.83

円盤投（1.750kg） 吉田　将隆 熱田 26.29

男子総合 科技刈谷  97 点

女子 （1 位のみ）

種　目 氏　名 所　属 記　録

100m 細野　乙芽 城北つばさ 14.34

200m 泉　　知里 科技刈谷 28.33

400m 泉　　知里 科技刈谷 1.07.26

800m 内田ことみ 科技刈谷 2.50.15

3000m 内田ことみ 科技刈谷 13.04.19

100mH（0.838m） 今泉　花音 刈谷東昼 20.00

4×100mR

内田ことみ
内山　もえ
鈴木　萌生
泉　　知里

科技刈谷 56.59

走高跳 長岡　せな 豊橋昼 1.15

走幅跳 鈴木　萌生 科技刈谷 4.42

砲丸投（4.000kg） 岩城　由侑 城北つばさ夜 7.42

円盤投（1.000kg） 岩城　由侑 城北つばさ夜 21.04

女子総合 科技刈谷 62 点

第 105 回日本陸上競技選手権大会・混成競技
2021 年 6 月 12 日（土）・13 日（日）　長野市営陸上競技場

 （本県 8 位入賞のみ）

種　目 順位 氏　名 所　属 記　録

男子十種競技 7 岩崎　将真 中京大 7178

第 68 回東海高等学校総合体育大会
2021年6月18日（金）～20日（日）三重交通Ｇ スポーツの杜伊勢陸上競技場

男子 （本県 6 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　目 順位 氏　名 所　属 記　録

100m

1 舘野　峻輝 中京大中京 10.66

2 木下　凌輔 松蔭 10.69

5 田邉　隼門 中京大中京 10.76

6 尾澤　侑真 栄徳 10.80

200m

1 舘野　峻輝 中京大中京 21.13

3 髙橋　大地 中京大中京 21.35

4 木下　凌輔 松蔭 21.38

5 尾澤　侑真 栄徳 21.60

400m
3 桂木　大和 中京大中京 48.50

5 小島　颯太 岡崎城西 48.60

800m

2 髙嶋　荘太 中京大中京 1.52.53

4 杉本　　仁 中京大中京 1.52.73

5 山田　彪斗 豊田大谷 1.53.34

6 中津　瑛斗 大府東 1.53.59

1500m 2 髙嶋　荘太 中京大中京 3.57.56

5000m

2 吉村　聡介 豊川 14.47.06

4 マッキャーン 将人 中京大中京 14.48.53

6 松井　寛翔 豊田大谷 14.52.13

110mH
(1.067m)

1 高橋　遼将 中京大中京 14.19 GR

2 西　　徹朗 名古屋 14.25

4 田原　佳悟 名古屋西 14.53

400mH
(0.914m)

1 高橋　遼将 中京大中京 51.37 GR

5 小川　大輝 豊橋南 53.92

3000mSC
2 本多　秋詩 名経大高蔵 9.12.07

6 夏目　　拓 豊川 9.15.40

4×100mR

1

香山　勇輝
舘野　峻輝
桂木　大和
髙橋　大地

中京大中京 41.17

2

齊藤　穂高
小島　拓真
伊藤　大翔
小林あるまん

名古屋大谷 41.25

4

田原　慧人
鈴木　一磨
高倉　昂生
山下　侑冴

岡崎城西 41.37

4×400mR

1

西垣　拓音
桐山誠二郎
竹森　斗渉
高橋　遼将

中京大中京 3.15.36

4

木嶋　大翔
柳　龍太郎
待鳥　大陽
加藤　颯起

桜丘 3.18.55

5

玉木　裕真
後藤　眞登
盛　耕太朗
小島　颯太

岡崎城西 3.18.67

6

太田　貴基
榊原　聡真
冨山　詞央
谷藤　海友

豊川 3.18.79

走高跳 5 乙部　真吾 豊川 1.95

棒高跳
1 中島　颯太 中京大中京 4.80

4 谷口　柊斗 中京大中京 4.70

走幅跳 2 田中　瑛一 豊橋南 7.53 GR

三段跳 3 加藤　隼輝 中京大中京 14.90
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砲丸投
(6.000kg)

3 原　　維近 春日井工科 15.10

6 半田　千空 中京大中京 14.43

円盤投
(1.750kg)

3 庭野　夏海 誠信 42.18

6 長嶋　流万 名古屋大谷 40.64

ハンマー投
(6.000kg)

2 小島　諒大 名古屋大谷 62.87

3 後藤　悠圭 愛西工科 55.70

4 濱口　大地 一宮起工科 54.22

6 池田光太郎 安城学園 52.76

やり投 (800g)
2 横井　太翔 中京大中京 63.53

6 織田　翔万 名古屋大谷 58.06

八種競技 2 田原　佳悟 名古屋西 5184

総合 1 中京大中京 81

トラック 1 中京大中京 62

フィールド
1 中京大中京 19

6 名古屋大谷 7

女子 （本県 6 位入賞のみ）（GR：大会新）

種　目 順位 氏　名 所　属 記　録

100m

1 藏重　みう 中京大中京 11.80

2 小松このみ 安城学園 11.82

3 倉橋　美穂 中京大中京 11.83

4 沖　　美月 岡崎城西 11.95

200m

1 小松このみ 安城学園 24.20

2 藏重　みう 中京大中京 24.21

3 倉橋　美穂 中京大中京 24.31

4 沖　　美月 岡崎城西 24.59

5 森山　夢菜 時習館 24.60

400m

1 森　　千莉 豊田大谷 55.61

3 政野　志歩 中京大中京 56.23

4 平野　里歩 中京大中京 56.34

6 森山　夢菜 時習館 56.79

800m

1 青山　理奈 中京大中京 2.09.96

2 小山　愛結 安城学園 2.10.30

4 森　　千莉 豊田大谷 2.11.66

5 萩原　さや 中京大中京 2.12.13

1500m

2 森　　彩純 豊川 4.27.29

4 丹羽　琴音 中部大第一 4.29.54

5 磯部　早良 安城学園 4.29.81

3000m

2 森　　彩純 豊川 9.42.93

3 磯部　早良 安城学園 9.44.07

4 丹羽　琴音 中部大第一 9.44.89

5 中馬　蘭奈 豊田大谷 9.47.01

100mH
(0.838m)

2 松本佳音彩 中京大中京 14.37

3 　和佳奈 旭野 14.41

5 片山　心菜 中京大中京 14.47

6 村瀬　心優 安城学園 14.60

400mH
(0.762m)

3 夏目　紗彩 豊川 1.00.91

5 神田　彩名 名城大附 1.01.45

6 　和佳奈 旭野 1.01.76

5000mW

1 片原未紗音 豊明 25.22.48

2 岸　　七海 西春 25.54.62

5 三浦萌乃果 旭野 26.56.18

4×100mR

1

前田　紗希
倉橋　美穂
福本　萌菜
藏重　みう

中京大中京 45.89 GR

2

手島　美咲
小松このみ
中根　　葵
飯田　真衣

安城学園 46.38

5

野村　桃夏
沖　　美月
田中　萌葉
森下　愛梨　

岡崎城西 46.97

4×400mR

1

中澤　愛菜
平野　里歩
中島　明香
政野　志歩

中京大中京 3.48.46

4

飯田　真衣
中根　　葵
石原　美空
小山　愛結

安城学園 3.50.25

6

坂井　寿々
加藤　涼音
中西　楓夏
小幡　胡実

至学館 3.52.93

走高跳

3 村松　　優 安城学園 1.64

4 吉岡　美音 岡崎城西 1.64

5 鈴木　菜美 岡崎北 1.64

棒高跳 2 磯貝　茅於 岡崎城西 3.40

走幅跳

2 柴田　菜那 名城大附 5.71

3 松村　琴都 瑞陵 5.70

5 石川　　凜 安城学園 5.54

三段跳

2 石川　　凜 安城学園 11.99

3 本多　柚稀 西尾 11.93

4 脇田ﾗｲﾗ瑠梨果 至学館 11.73

6 渡辺実優花 名城大附 11.41

砲丸投
(4.000kg)

2 　萌々子 名古屋大谷 13.16

3 小原　　恵 名古屋大谷 12.72

4 山田　真央 安城学園 12.31

円盤投
(1.000kg)

2 伊藤　圭菜 至学館 39.13

3 日髙　千鶴 修文女子 37.47

ハンマー投
(4.000kg)

3 日髙　千鶴 修文女子 44.50

4 原田　愛音 安城学園 43.84

5 小原　　恵 名古屋大谷 43.77

やり投
(600g)

2 　萌々子 名古屋大谷 49.50

4 堤　　陽菜 名古屋大谷 44.99

6 林　　萌海 修文女子 43.40

七種競技

1 林　　美希 中京大中京 4593

2 髙嵜　桃花 中京大中京 4363

6 太田　結愛 中京大中京 3929

総合

1 中京大中京 65

2 安城学園 48

4 名古屋大谷 19

トラック

1 中京大中京 53

2 安城学園 31

4 豊川 14

5 豊田大谷 11

フィールド
1 名古屋大谷 19

2 安城学園 17
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第 105 回日本陸上競技選手権大会
2021年6月24日（木）～27日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居

男子 （本県 8 位入賞のみ）（PB：パーソナルベスト）

種　目 順　位 氏　名 所　属 記　録

1500m 1 位 河村　一輝 トーエネック 3.39.18

5000m 7 位 藤本　　拓 トヨタ自動車 13.38.74

3000mSC 2 位 山口　浩勢 愛三工業 8.19.96 PB

棒高跳 3 位 山本　聖途 トヨタ自動車 5.60

円盤投 2 位 湯上　剛輝 トヨタ自動車 57.46

ハンマー投 8 位 古旗　崇裕 みかん山 66.98

やり投 5 位 坂本　達哉 なげるラボ 74.21

女子 （本県 8 位入賞のみ）（PB：パーソナルベスト）

種　目 順　位 氏　名 所　属 記　録

200m 8 位 吉田　紗弓 愛知高校 AC 24.35

400m 8 位 吉田　紗弓 愛知高校 AC 54.91

1500m 6 位 山本　有真 名城大 4.17.17 PB

棒高跳 7 位 所　　杏子 ラフィネ陸上部 4.00 PB

三段跳 7 位 浅野紗弥香 とうがく TC 12.51

第 37 回 U20 日本陸上競技選手権大会
2021年6月24日（木）～27日（日）大阪・ヤンマースタジアム長居

男子 （本県 8 位入賞のみ）（PB：パーソナルベスト）

種　目 順　位 氏　名 所　属 記　録

200m 2 位 舘野　峻輝 中京大中京高 21.18 PB

800m 4 位 髙嶋　荘太 中京大中京高 1.50.01 PB

1500m
3 位 栁本　匡哉 早稲田大 3.48.84

7 位 高嶋　荘太 中京大中京高 3.50.05 PB

110mH
(0.991m)

2 位 西　　徹朗 名古屋高 13.57

400mH
(0.914m)

6 位 鈴木　大河 日本大 51.95

ハンマー投 5 位 小島　諒大 名古屋大谷高 63.27 PB

やり投 4 位 横井　太翔 中京大中京高 66.11 PB

女子 （本県 8 位入賞のみ）（PB：パーソナルベスト）

種　目 順　位 氏　名 所　属 記　録

100m 5 位 倉橋　美穂 中京大中京 11.98

200m
2 位 藏重　みう 中京大中京高 24.43 PB

3 位 倉橋　美穂 中京大中京高 24.72

800m 6 位 川島　美桜 筑波大 2.10.43

走幅跳 5 位 松村　琴都 瑞陵高 5.77

三段跳 2 位 小寺　波音 日本女子体育大 12.41

ハンマー投 8 位 小河　遥花 中京大 50.28 PB

やり投 3 位 　萌々子 名古屋大谷高 52.75 PB

“日清食品カップ”愛知県小学生陸上競技交流大会
2021 年 6 月 26 日（土）パロマ瑞穂公園北陸上競技場

男子 （3 位入賞のみ）（GR：大会新　ER：県小学生新）

種目 1 位 2 位 3 位

4 年
50m

二村　奏颯
7.63　あつみクラブ

鈴木　蒼大 
7.80　安城 JAC

加藤　星汰
7.80　刈谷 AC

5 年
100m

竹内　奏太
13.89　豊橋陸上

酒井　啓地
14.07　なごや陸上

織田　諒真
14.18　キムランニング

6 年
100m

星野　月音
12.95　田原陸上

安藤　璃宮
13.02　安城 JAC

北村　聡祐 
13.22　稲沢 AC

友好 5 年
100m

福井　真叶
16.18　田原陸上

森本　雅史
17.16　日進 RCJ

栄口　哲聖 
17.23　たかはま陸上

4 年
80mH(0.6m)

菱田　貴助 
14.87　TSM 岡崎小学

鈴木彰之輔
14.91　TSM 岡崎小学

壁谷　亮秀 
15.17　TSM 岡崎小学

4 年
走高跳

三井　舷稀
1.15 GR　JAC 武豊

山本遼太郎
1.05　AC 一宮 Kids

今井　　歩
1.05　布袋陸上クラブ

4 年
走幅跳

平岡　昇真
3.65　Spirits

吉井　一平
3.51　東浦 AC

丸山　太陽
3.45　へきなん陸上

4 年
ジャベリック
ボール投

谷口　靖弥
36.92　トライル AC

田原　秀一
36.42　TSM 岡崎小学

渡邉　　煌
33.01　豊川 AC

共通
コンバインド A

加藤　遼大
2255 GR　へきなん陸上　

小木曽蒼真
2254 GR　TSM

石川　湊真
2239 GR　JAC 武豊

共通
コンバインド B

川合　来門
2174 GR,ER　田原陸上

谷口　滉弥
2064　トライル AC

伊藤　空大
2022　大空クラブ

女子 （3 位入賞のみ）（GR：大会新）

種目 1 位 2 位 3 位

4 年
50m

田村　優芽
7.74　なごや陸上

谷　　星空 
8.09　豊川 AC

小池愛里子 
8.20　へきなん陸上

5 年
100m

加藤　光桜
14.09　豊橋陸上

山下乃々葉
14.40　SET 
PROJECT

武井　陽南 
14.47　なごや陸上

6 年
100m

祖父江亜希夏
13.57　AC 一宮 Kids

八代　理衣
13.68　上郷 JAC

前川　　紡 
13.90　田原陸上

友好 4 年
50m

春日　望愛
9.06　へきなん陸上

橋本愛友美
9.19　田原陸上

友好 5 年
100m

東　亜香里
16.54　JAC 武豊

土江　優菜
17.10　知立ジュニア

邑松　奏音
17.16　田原陸上

4 年
80mH(0.6m)

山﨑　璃海
15.31　TSM 岡崎小学

川瀬　彩葉
15.47　TSM 岡崎小学

石川　想良
15.81　TSM

4 年
走高跳

榊原　りほ
1.15 GR　TFC 半田

岩田　悠乃
1.05　大須 AC

栃澤　依茉
1.05　JAC 武豊

4 年
走幅跳

森田　あお
3.32　TSM 岡崎小学

瀬野　真央
3.25　team RIZE

今枝　七実 
3.20　蒲郡クラブ

4 年
ジャベリック
ボール投

山口　栞那
36.78　豊橋陸上

齋藤　由莉
33.62　トライル AC

冨田　瑠夏
27.08　TSM 岡崎小学

共通
コンバインド A

中馬　聡美
2171　TSM

荻巣　沙菜
2114　大須 AC

榊原　東子
2105　JAC 武豊

共通
コンバインド B

伊藤　里桜
1902　大須 AC

田中　舞音
1835　OBU エニスポ

新屋　美貴
1825　大須 AC

混合 （3 位入賞のみ）

種目 1 位 2 位 3 位

4 年混合
4×100mR

田原陸上
1.00.50

山本　依那
塚原　舞空
仲谷　洋人
齋藤　吏玖

teamRIZE
1.12.00

鈴木　　杏
大園　愛花
城島　一輝
鈴木　律城

5 年混合
4×100mR

田原陸上
59.04

髙森　壮真
鈴木　陽直

ブラッドリー イザベル
横田　乙葉

なごや陸上 A　
1.00.79

森　　翔大
大野　更奈
大村　花怜
近藤　立梧

日進 RCJ　
1.03.20

田渕　羽唯
蜂須賀柊甫
髙橋　　昊
村田　　湊　

共通混合
4×100mR

田原陸上
51.49

塚原　美空
星野　月音
前川　　紡
川合　来門

豊橋陸上 A　
52.90

富田　美妃
清水　柚花
星川　幾哉
小嶋　朔弥

大須 AC
53.18

松浦　若奈
伊藤　里桜
渡辺　陸斗
松永　惟吹
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第 24 回愛知県中学校選抜混成競技大会
2021 年 6 月 27 日（日）パロマ瑞穂北陸上競技場

男子 （3 位入賞のみ）

種目 1 位 2 位 3 位

100m
巻口　周平

11.46　田原中
松尾　晃成

11.47　扇台中
西山　悠雅

11.49　田原東部中

145m
鎌戸　煌大

16.56　豊橋北部中
高井　佑太

16.68　愛知陸協
佐々　翔梧

16.76　AC 一宮 Junior

1000m
佐々木　哲

2:35.38　TSM
宮下　颯汰

2:41.10　城北中
澤村　優仁

2:41.36　吉良中

110mH
(0.914m)

小幡　浩生
16.02　TSM

田中　博登
16.54　藤森中

内野　孝太郎
17.23　TSM

4×100mR

扇台中
43.84

隠岐　魁人
木下　航介
松尾　晃成
西垣　俐玖

御幸山中
44.85

山田　悠世
近藤　　薫
海老　　樹
安保　悠介

宝神中
45.27

大城　蓮斗
森下　響太
岩本　　洸
金谷　晴風

走高跳
沓名　修吾

1.85　豊橋陸上クラブ
大竹　翔太

1.65　福岡中

1.60
伊藤　望亜
宮田中

磯貝　洋聡
福地中

棒高跳
谷口　海斗

4.22　ハイテク AC
杉田　孝介

4.00　古知野中
水野　頌大

3.60　東浦北部中

走幅跳
村林　航輔

6.20　武豊中
平林　駿登

6.11　桜井中
隠岐　魁人

5.84　扇台中

三段跳
前川　聖護

11.28　平坂中
間瀬　拓海

11.17　東浦北部中
釜屋　空悟

11.13　東山中

砲丸投
(5.000kg)

小森　健太
11.97　大府中

中村　俊郎
10.97　平坂中

岸本　翔真
10.54　大高中

四種競技
坂井　大一

2441　甚目寺中
杉浦　颯志

2393　竜海中
波多野　葵

2195　尾張旭西中

女子 （3 位入賞のみ）

種目 1 位 2 位 3 位

100m 佐藤　俐有
12.22　田原東部中

三輪　琉姫
12.54　トライル AC

岡田　　翠
12.62　田原中

145m 眞田　あこ
18.47　章南中

髙津　采里
18.88　田原東部中

杉浦　千恵
18.90　六ツ美中

1000m
内田　詩乃

2:57.41　矢作北
中

杉浦　華夏
2:57.62　西端中

村松　杏音
2:58.78　豊橋陸上クラブ

100mH
(0.762m)

大和　令奈
14.63　矢作北中

杉藤　　葵
14.76　AC 一宮 Junior

菊田　　彩
14.90　TSM

4×100mR

田原東部中
48.85

佐藤　那有
髙津　采里
門間　理莉
佐藤　俐有

古知野中
49.89

鈴木　萌香
森　　那帆
林　　夏穂
竹内　由奈

平坂中
50.77

中村　朱琳
岩田　祐香
松永　彩織
鈴木　瑚々

走高跳 林　咲希
1.48　古知野中

東　琴菜
1.45　千種台中

北林　優奈
1.45　矢作北中

棒高跳 草野　咲蕾
2.90　愛知陸協

井上　未菜
2.40　古知野中

2.20
宜田美奈
平坂中

恩田　朱果
守山西中

走幅跳 赤川　恭音
5.13　ハイテクAC

松原　せり
5.08　扇台中

川合　佐和
4.78　章南中

三段跳 永井　優芽
10.30　東山中

小林　環
10.11　南城中

西郷 花音
9.44　東山中

砲丸投
(2.721kg)

平岩　里彩
12.40　守山中

上出　聖華
11.00　高蔵寺中

岩田明樺梨
10.97　TSM

四種競技 髙塚　虹百
2657　岡崎南中

寺島　　慶
2627　汐路中

井坂　優里
2469　長久手南中

2021 愛知陸上選手権大会長距離競技会・リレー
競技大会・混成競技大会・国体少年選考競技会

2021年7月3日（土）・4日（日）パロマ瑞穂北陸上競技場

東海混成競技会 （3 位入賞のみ）

種　目 1 位 2 位 3 位

男子
十種競技

大山　　開
5967　中京大学

丸山　雄太
5186　日本福祉大

大原　　快
4995　中京大学

女子
七種競技

田中　友梨
5201　至学館大

林　　美希
4608　中京大中京高

白鳥　百花
4546　中京大学

愛知選手権リレー・長距離　男子 （3 位入賞のみ）

種目 1 位 2 位 3 位

5000m
河合　拓巳 
トーエネック　

14.49.37

清水　文晶　 
TPAC

14.58.44

深谷　健斗　 
TPAC

14.58.93

10000m
井上　雄斗　 
志楽園福祉会　

31.05.04

風見　尚 
愛三工業　
31.31.84

上田　泰輔 
　三菱自岡崎　

31.52.09

3000mSC
(0.914m)

木村　将成　 
愛知教育大学　

9.27.80

西山　皓基　 
I.A.R.C
9.37.44

佐藤　　佑　 
I.A.R.C　
10.00.16

4×100mR

中京大中京高　
40.44

香山　勇輝
舘野　峻輝
田邉　隼門
髙橋　大地

豊川高
41.04

柴田　蒼生
榊原　聡真
羽田野太智
谷藤　海友

小島プレス A　
41.04

平田　勝己
安井　一樹
服部　辰也
岡田　崇平

4×400mR

立命館大　
3.13.93

酒井　佑弥
中村　洋介
木村　寿樹
篠原　宏輔

中京大学　
3.15.30

石毛　大輝
平松　昴龍
深津希瑠亜
高橋　舞羽

中京大中京高　
3.16.37

池田　駿大
竹森　斗渉
杉本　　仁
阿部　泰典

愛知選手権リレー・長距離　女子 （3 位入賞のみ）

種目 1 位 2 位 3 位

5000m
磯部　早良　 
安城学園高　

17.18.72

安藤　優月
至学館大　
17.27.79

坂田　朋花　 
安城学園高　

17.40.37

3000mSC
(0.762m)

原　　舞奈
東京学芸大　

10.54.73

森崎　綾乃
関西外大　
11.06.50

谷口　晴菜
岡崎城西　
11.38.77

4×100mR

中京大中京高　
46.15

前田　紗希
倉橋　美穂
福本　萌菜
藏重　みう　

至学館高
46.81

大城　莉夢
小幡　胡実
加藤　涼音
中西　楓夏

安城学園高　
46.84

濵島　月香
小松このみ
中根　　葵
飯田　真衣

4×400mR

中京大中京高　
3.47.59

青山　理奈
萩原　さや
和佐田真広
平野　里歩

愛工大名電高
3.55.45

森　　美波
鈴木　美咲
吉川　せな
山崎　千郁

安城学園高　
3.55.87

手島　美咲
石原　美空
石川　　凜
濵島　月香
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国体少年選考競技会 （1 位のみ）（PHR：県高校新）

種　目 氏　名 所　属 記　録

A
男
子

300m 桂木　大和 中京大中京高 33.83

300mH 高橋　遼将 中京大中京高 36.30 PHR

B
男
子

100m 向井　悠汰 中京大中京高 10.64

3000m 八尋　友希 豊田大谷高 8.59.76

走幅跳 森部　　諒 名城大附高 6.83

砲丸投 兵頭　拓郎 名古屋大谷高 15.27

共通
男子

110mJH 田原　佳悟 名古屋西高 14.01

A
女
子

300m 倉橋　美穂 中京大中京高 38.98 PHR

300mH 夏目　紗彩 豊川高 43.33

B
女
子

100m 佐藤　俐有 田原東部中 11.77

800m 平野　里歩 中京大中京高 2.11.99

100mYH 林　　美希 中京大中京高 13.84

走幅跳 松村　琴都 瑞陵高 5.93

砲丸投 山田　真央 安城学園高 12.03

共通
女子

3000mW 片原未紗音 豊明高 14.42.19

〇 6 月理事会　　令和 3 年 6 月 11 日

1．協議事項

　第 1 号議案　令和 2 年度　事業報告及び決算の承認に関

する件

　第 2 号議案　役員の改選に関する件

　　　　　　　監査報告

2．報告事項

①　令和 3 年度愛知陸協会長表彰受賞候補者の推薦につ

いて

②　第 81 回愛知陸上競技選手権大会選手権賞寄贈の依

頼について

③　第 64 回東海陸上競技選手権大会について

〇定時評議員会　　令和 3 年 6 月 25 日

1．協議事項

　第 1 号議案　令和 2 年度　事業報告及び決算の承認に関

する件

　第 2 号議案　役員の改選に関する件

　　　　　　　監査報告

 （水野　隆夫）

おめでとうございます

令和 2 年度日本陸上競技連盟の栄章が次に掲げる方々に授

与されました。心よりお祝い申し上げます。

（秩父宮章）日本陸連・加盟団体への功労

　鈴木　政男（東三河陸上協会副会長）

（高校優秀指導者章）高校生の指導者として功労

　早川　周吾（安城学園高校）

（中学優秀指導者章）中学生の指導者として功労

　粥川　浩司（千種台中学校）

（高校優秀選手賞）

　鈴木　大河（中京大中京高校）

（中学優秀選手章）

　林　　美希（岡崎翔南中学）

　また、令和 3 年度愛知陸上競技協会会長表彰として次の

10 名が表彰されました。

（尾　張）　　青山　充資

（名古屋）　　深谷　晶彦　　鈴木　康雄

　　　　　　 新美　準人

（西三河）　　清水　文雄　　上原子昭三

　　　　　　 森園　知博　　木村　元彦

　　　　　　 小野田　隆

（東三河）　　伊藤　博之

 （水野　隆夫）

お　く　や　み
　長年本県の陸上競技の発展のため、多大なるご尽力

をいただきましてありがとうございました。

　謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 （敬称略） 

逝去者氏名　　逝去年月　　支部名

平岩　金造　　　3・3　　　名古屋

對木　秀之　　　3・4　　　尾　張

岡本　照夫　　　3・4　　　名古屋

編　集　後　記

◇何とか開催にこぎつけたオリンピック。最高のパフォー

マンスを期待する。◇コロナ禍での競技会運営で見直され

たことを今後に生かしたい。◇寄稿者に感謝。

大西　敏功　　小坂　　拓　　鈴木人呂信　　竹前　正直

茶谷　和彦　　新見　精三　　野口　一昭　　兵藤　重二

山下ゆかり

愛知選手権での会長表彰の様子


