
　山形県天童市で行われた今年の全国高校総

体。島根県勢は入賞者なく最終５日目を迎えたが、

最後に勝田選手が持ち前の勝負強さを発揮し、

110mHで悲願の全国制覇を果たした。２年生の

時、岡山で行われた全国総体では、大躍進の２位

という結果。３年生では表彰台の最上段に立つこ

とを狙わなければならない立場になった。ノー

マークから勢いで２位入賞を掴んだ昨年とは違

い、今回は入賞して当然、優勝を狙って当然とい

うプレッシャーとも戦わなければならない大会。

その意味で、この優勝は、昨年の２位の何倍もの

価値のあるものだろう。

　３年生となり、シーズンはじめからベストタイムとはかけ離れた遅いタイムでしか走れず、もどか

しい気持ちがいっぱいで過ごしていました。そしてあっという間に県総体となり結果は優勝、続く中

国高校陸上も優勝はしました。しかし、ベスト記録の更新どころか平凡なタイムしか出せず、もどか

しい気持ちはさらに大きくなりました。しかし、これまでの努力やコーチや先生の指導を信じ、イン

ターハイに向かって準備をしました。

 インターハイが始まり、他の選手はベストを更新して乗り込んできていましたが、不思議と私の中

には焦りはありませんでした。予選、準決勝を通過し、決勝進出。決勝は向かい風のレースになりま

した。ベスト記録を更新することはできませんでしたが、ついに優勝を成し遂げました。

 レースが終わってコーチ・先生、応援してくださった皆さんのもとへ行くと泣いて喜んでくれる人、

はちきれんばかりの笑顔で迎えてくれる人がそこにいました。その時、私は本当にたくさんの方に

支えられ、そして応援していただいているのだと改めて感じました。インターハイの大舞台で不思

議と焦りを感じなかったのも、きっとこうして支えてくれる皆さんがいたからだと思っています。

 こうしてインターハイで優勝しましたが、現状には全く満足はしていません。今後も陸上競技を続

けていき、さらなる高みをめざし堅実に練習を重ねていきたいと思っています。今後もたくさんの

方に応援される競技者になれるよう身も心も鍛えていきます。

レース後指導者の石倉一希コーチと

　一般財団法人島根陸上競技協会は各競技団体と協力し、陸上競技を通じてスポーツ文化の普及と

振興を図り、県民の心身の健全な発達と豊かな人間性を育てるための活動を行っています。

発行：島根陸上競技協会総務委員会広報部　2017年12月8日発行

一般財団法人　島根陸上競技協会
〒690－0015　松江市上乃木十丁目４番１号（松江市営陸上競技場内）　TEL/FAX：0852－23－6686　ホームページ：http://www.shimariku.jp

全国制覇への道のり　開星高校　勝田　築

島根陸協だより
第13号

南東北総体　７月２９日～８月２日　山形県天童市   ND ソフトスタジアム山形

14秒19（－0.7m)

勝田築（開星高） 悲願達成 Ｖ 
全国高校総体110mH
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　大正２年（1913年）に始まった全山陰陸上競技大会。

途中、大正天皇崩御、第２次世界大戦、競技場の改修工事

などにより中止の年が５回あったものの、めでたく第100回を

迎えました。記念大会ということで、今年日本人初の100m９

秒台を出した桐生祥秀選手をゲストに招きました。また、天

満屋女子陸上競技部から西脇舞選手、藤田友里恵選手、

谷本観月選手３名が、招待選手として一般・中学女子

3000mに出場。桐生選手は、小学生と一緒に走ったり、入

賞者にメダルをかけたりと将来のアスリートたちと交流し、天

満屋の選手の皆さんは3000mで大会新記録を達成するなど、第100回大会に

ふさわしい盛大な大会になりました。

　昨年まであった高校対抗の部をなくし、今年から市町村対抗と団体対抗の２部門で実施しました。市

町村対抗の部に11チーム、団体対抗の部に40チーム、オープン参加1チームの計52チームが春の宍道

湖畔で熱い戦いを繰り広げました。

　フルマラソンへの移行のため、ハーフとしては最後になった大会は過去最多の出場者数となった。男

子は、山口の藤井祐希選手が初優勝、女子は俵千香選手が２年ぶり３度目の優勝を飾った。島根県勢

では、ホシザキの福濱駿選手の２位、松江陸上クラブの角美恵の４位が最上位だった。

４月２９日・３０日

男子　砲丸投 福島翔太郎（BMAC）　15m80

男子　十種競技　　本田　直紀（岡山商科大）6440点

女子　5000mW　 三上　真紀（出雲高）　25分55秒50

女子　棒高跳 園山実沙紀（大社高）　3m10

古和　里奈（大社高）　3m00

女子　やり投　　　戸川　結惟（島根大） 43m06

女子　ハンマー投   赤木　美保（環太平洋大）53m03

大会新記録

小学男子  80mH　倉光一冴（布勢TC）　13秒47（+1.5m)

松本楓月（布勢TC）　13秒56（+1.5m)

茗荷駿多（布勢TC）　13秒64（－1.3m)

上田康生（邑智JTS） 13秒69（+1.5m)

中学男子  砲丸投  長岡雅飛（益田東中） 14m78　山陰中学新、島根県中学新

高校男子  円盤投　鈴木真人（倉吉総産高）41m96

一般中学女子　3000m　西脇　舞（天満屋）9分30秒21　谷本観月（天満屋）9分32秒32

第１部（市町村対抗）　優勝　松江市 ２位　雲南市 ３位　鹿足郡

第２部（団体対抗）　　優勝　米子松蔭高校　２位　自衛隊米子　　３位　ホシザキ    

４月2日

５月５日・６日　益田陸上競技場

松江市営陸上競技場発着宍道湖一周コース第72回　宍道湖一周駅伝競走大会第72回　宍道湖一周駅伝競走大会

第100回　全山陰陸上競技大会第100回　全山陰陸上競技大会

第71回　島根陸上競技選手権大会第71回　島根陸上競技選手権大会

大会トピックス　（島根陸上競技協会主催大会）

第60回　松江玉造ハーフマラソン第60回　松江玉造ハーフマラソン

大
会
新
記
録
一
覧

 小学生と一緒に走る桐生選手 小学生と一緒に走る桐生選手
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９月24日

最後のハーフマラソン　過去最多１５６５人が宍道湖畔を疾走
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全国の舞台で活躍した 島根のアスリート全国の舞台で活躍した 島根のアスリート

日本陸上競技選手権大会
男子棒高跳　来間弘樹（順天堂大・大社高出身）６位　5m40

澤　慎吾（日本大・大社高出身）　８位　5m40

女子400m　青山聖佳（大阪成蹊大・松江商高出身）６位　54秒98

全日本中学校陸上競技選手権大会
男子砲丸投　長岡雅飛（益田東中）　３位　15m52

今年行われた全国大会で上位入賞を果たした島根県の選手は以下の通りです。

男子優勝  藤井選手男子優勝  藤井選手

女子優勝  俵選手女子優勝  俵選手

６月２３日～２５日【大阪・長居】

８月１９日～２２日【熊本】

全国高等学校総合体育大会
男子110mH　勝田　築（開星高）　１位　  14秒19（－0.7m)

第33回Ｕ20日本陸上競技選手権大会
男子110mH　勝田　築（開星高）　２位　13秒81  (+0.5m)

第11回Ｕ18日本陸上競技選手権大会

第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会

女子100mH　長﨑さゆり（大社高）　４位　13秒72  (+0.4m)

Ａ男子砲丸投　長岡雅飛（益田東中）　１位　16m04　

ABC女子共通ジャベリックスリー　鹿野華蓮（仁多中）３位　45m67　島根県中学最高

７月２９日～８月２日【山形・天童】

日本学生陸上競技対校選手権大会
男子棒高跳　来間弘樹（順天堂大・大社高出身）３位　5m50　島根県新

澤　慎吾（日本大・大社高出身）　４位　5m40

女子400m　青山聖佳（大阪成蹊大・松江商高出身）７位　57秒14

女子1500m 落合沙紀（佛教大・平田高出身）    ６位　4分29秒59

女子 ハンマー投　赤木美保（環太平洋大・平田高出身）５位　53m54

９月８日～１０日【福井】

１０月２０日～２２日【愛知・瑞穂】

１０月２０日～２２日【愛知・瑞穂】

１０月２７日～２９日【神奈川・日産スタジアム】

〈男子総合〉

① 藤井　祐希（山口・トクヤマ）　1時間6分36秒

② 福浜　　駿（島根・ホシザキ）　1時間8分14秒

③ 山﨑　竹丸（高知・まるＲＣ）　1時間9分41秒

④ 池本　大介（鳥取・自衛隊米子）1時間10分2秒

⑤ 兼重　仁彦（山口・宇部市陸協）1時間10分26秒

⑥ 三谷　耕次（鳥取） 1時間10分36秒

⑦ 藤野　浩一（広島・ヤンボーＳＣ）  1時間11分0秒

⑧ 藤本　正洋（山口・光市陸協）　1時間11分19秒

〈女子総合〉

①俵　　千香（埼玉・TEAM R×L）　 1時間17分46秒

②小河　亜衣（兵庫・姫路市陸協）　　1時間23分52秒

③北川真由佳（京都・大阪市役所）　　1時間26分16秒

④角　　美恵（島根・松江陸上クラブ）1時間28分19秒

⑤今村　京子（兵庫・宝が池ＳＴＣ）　1時間30分17秒

⑥宇都宮すみ（愛媛・愛媛陸協） 1時間30分25秒

⑦太田　　香（岡山） 1時間30分27秒

⑧来間　香里（島根・平田東ランニングクラブ）

1時間32分19秒

松江玉造ハーフマラソン入賞者一覧
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愛媛県松山市　ニンジニアスタジアム2016年10月6日（金）～10月10日（火）

　え　がお

2017　愛顔つなぐえひめ国体   島根県選手の結果2017　愛顔つなぐえひめ国体   島根県選手の結果

＊男女総合：18点　39位　＊女子総合：6点　38位　
少年Ａ男子　やり投　４位　

　大畑　瑞照（益田高）64ｍ09

少年Ｂ男子　砲丸投　２位

　長岡　雅飛（益田東中）16ｍ57

中国中学新記録

少年Ｂ女子  100ｍＨ ３位　

　長﨑さゆり（大社高）13秒62(+0.1m)

Ｈ28年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集についてＨ29年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集についてＨ29年度一般財団法人島根陸上競技協会賛助会員の募集について

男子結果 女子結果

全国初入賞の大畑選手 中国中学新記録更新の

長岡選手

初入賞の大畑選手のコメント

 ２度目の全国の舞台でとても緊張し、自分の目

標を達成する事はできませんでしたが、先生方

のアドバイスやたくさんの応援があり、４位にな

ることが出来ました。内容としては、自分の課

題である１投目に決めることができず、ベスト８

に残ることも危うく、安定した投げをすること

ができませんでした。６投目の最終投てきでは

セカンドベストとなる記録を出してこれからに

繋がる投げができたことはとても良い経験に

なりました。応援ありがとうございました。

　島根陸上競技協会では、活動に賛同し援助していただける賛助会員（団体・個人）を募集いたします。
年度ごとの会費を納めていただくと賛助会員として登録され、会員には広報紙の配布や５口以上の企業・
団体会員については県陸協主催大会のプログラムへの広告掲載などの特典があります。 
　本協会のホームページに掲載の趣意書をご覧いただき、下記の要領でご入会ください。詳細につきまし
ては事務局までお問い合わせください。たくさんの方のご支援をお待ちしておりますので、よろしくお願
いいたします。  

記
１．年　会　費　個　人　会　員　年額　２，０００円を１口として、１口以上

企業・団体会員　年額１０，０００円を１口として、１口以上
２．申込期間　平成 30 年３月 31 日まで
３．払込方法　郵便局での払込　別紙払込取扱票をご利用下さい。（払込料不要）

直接支払 協会事務局にご持参下さい。　　
事務局　〒690-0015　松江市上乃木十丁目４番１号（松江市営陸上競技場内）

TEL/FAX　０８５２－２３－６６８６
ホームページ　http://www.shimariku.jp

選手名 結　果種　目 選手名 結　果種　目

成　年

少年A

少年B

共　通

少年共通

成　年

少年A

少年B

共　通

少年共通

100m

800m

110mH

400mH

走幅跳

100m

400m

5000m

400mH

走幅跳

やり投

100m

3000m

走幅跳

砲丸投

110mJH

走高跳

円盤投

4x100mR

100m

400m

ハンマー投

100m

400m

3000m

800m

100mYH

走幅跳

1500m

やり投

4x100mR

吾郷　陽(東洋大)

千原　康大(環太平洋大)

矢田　弦(東京陸協)

宮崎　大樹(福岡大)

𨑕田　周平(島根大)

門脇　陸(松江北高)

桐原　勇斗(大社高)

槇原　洸槻(出雲工高)

阿川　公希(出雲高)

永岡　宗一郎(出雲高)

大畑　瑞照(益田高)

門谷　昇星(大田一中)

陶山　輝文(出雲工高)

深野　友哉(大社高)

長岡　雅飛(益田東中)

勝田　築(開星高)

陶山　勇人(大社高)

水津　周(大社高)

桐原　勇斗(大社高)

吾郷　陽(東洋大)

門脇　陸(松江北高)

門谷　昇星(大田一中)

日野　依瑞(武庫川女大)

青山　聖佳(大阪成蹊大)

赤木　美保(環太平洋大)

髙田　桃花(松江北高)

戸屋　萌南(開星高)

三浦　優葉(益田東高)

渡部　鈴夏(大社中)

長﨑　さゆり(大社高)

宮田　星乃(大社中)

青山　春菜(松江北高)

木原　彩弥(大社高)

長﨑　さゆり(大社高)

日野　依瑞(武庫川女大)

髙田　桃花(松江北高)

戸屋　萌南(開星高)

予選8位 10"94 (+0.7)

予選7位 1'53"18

予選8位 15"44 (+0.8)

予選4位 52"94

決勝25位 4m92 (+0.8)

予選5位 10"95 (0.0)

予選5位  48"83

決勝25位  15'16"82

予選7位  55"07

決勝12位 6m98 (+0.1)

決勝4位  64m09

予選5位  11"15 (+0.1)

予選16位  9'01"40

決勝19位  6m59 (+2.8)

決勝2位  16m57

＊県中学新

予選3位 14"01 (+1.7)

準決勝 (7) 15"25 (-1.5)

決勝記録なし

決勝記録なし

予選 7位  41"21

予選3位 12"00 (-0.7)

準決勝6位 11"85 (+0.5)

予選棄権

決勝記録なし

予選8位 12"72 (+0.1)

予選7位 58"42

決勝23位 9'53"44

予選4位 2'14"84

予選2位 14"14 (+1.2)

決勝3位 13"62 (+0.1)

      ＊県高校最高

決勝9位  5m48 (-0.1)

予選9位  4'48"94

決勝28位  31m64

予選7位  47"20

入

賞

者
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