
競技団体名 種別 選手監督の別 氏名 ふりがな 所属先 ふるさと登録 入賞種目 順位

山本　浩武 やまもと　ひろむ 松阪商業高校

久保　幸弘 くぼ　ゆきひろ 神戸高校

東　　魁輝 あずま　かいき NTN㈱ 400m 5位

村上　　輝 むらかみ　ひかる ㈱ｵﾘﾝﾋﾟｱ ｻﾝｼﾃｨ町田事業所 《 南伊勢高校 》 砲丸投 6位

上山　紘輝 うえやま　こうき 近畿大学 《 宇治山田商業高校 》 4×100m 7位

林　　哉太 はやし　かなた 四日市工業高校 4×100m 7位

世古　　和 せこ　のどか ㈱乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ 《 宇治山田商業高校 》 100m 1位

茂山　千尋 しげやま　ちひろ 多摩市立落合中学校 《 宇治山田商業高校 》 砲丸投 6位

山路康太郎 やまじ　こうたろう 四日市工業高校 4×100m 7位

田中　悠貴 たなか　ゆうき 皇學館高校 棒高跳 5位

伊藤　　陸 いとう　りく 近畿大学工業高専 走幅跳 3位

川合　隆誠 かわい　りゅうせい 三重高校 ﾊﾝﾏｰ投 4位

西山　桐矢 にしやま　とうや 四日市工業高校 4×100m 7位

伊藤　　渉 いとう　しょう 近畿大学工業高専 走幅跳 7位

村手　光樹 むらて　みつき 上野高校 5000m競歩 6位

鴨澤　青海 かもざわ　おうみ 宇治山田商業高校 円盤投 5位

中山　実優 なかやま　みゆ 三重高校 三段跳 7位

床辺　彩乃 とこなべ　あやの 松阪商業高校 砲丸投 4位

池田　庸祐 いけだ　ようすけ 稲生高校

成年男子 選手 村上　和基 むらかみ　かずき （公財）三重県体育協会
高飛込
飛板飛込

1位
8位

北野　琢也 きたの　たくや ㈱ｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

男子 選手 小林　祐馬 こばやし　ゆうま 鹿屋体育大学 《 海星高校 》 5km 7位

中田　一三 なかた　いちぞう ㈱NISSYU PLAN

美野　佑太 みの　ゆうた 新日本工業㈱

稲森　　睦 いなもり　むつみ ㈱ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 《 四日市中央工業高校 》

谷口　力斗 たにぐち　りきと ㈱ぎゅｰとら　ﾊｲｼﾞｰ店

高田　祥生 たかた　しょうき ㈱ｱｸﾛｽ

西村　仁志 にしむら　ひとし ㈱ｱｸﾛｽ

佐々木亜門 ささき　あもん 前田新聞店

野垣内　俊 のがいと　しゅん ㈱ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

寺尾　俊祐 てらおしゅんすけ 新日本工業㈱

塩見　　仁 しおみ　じん ㈱ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

平信　翔太 ひらのぶ　しょうた ㈱小杉食品

森　　優也 もり　ゆうや ㈱ぎゅｰとら下村店

藤牧　祥吾 ふじまき　しょうご ㈱ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

蓮沼　翔太 はすぬま　しょうた ㈱ｳﾞｨｱﾃｨﾝ三重ﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ

真野　直紀 まの　　なおき
(福)恒心会福祉会
特別養護老人ﾎｰﾑ ふたみ苑

飯嶋　隼人 いいじま　はやと ㈱ぎゅｰとら 下村店

監督兼選手 小野　鈴香 おの  すずか (特非)伊賀FCくﾉ一

井指　　楓 いさし　かえで ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

畑中美友香 はたなか　みゆか ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

松久保明梨 まつくぼ　あかり ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

山嵜　菜央 やまざき　なお ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

那須麻衣子 なす　まいこ 三重県民共済生活協同組合

乃一　　綾 のいち　あや ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

下條　　彩 しもじょう　あや ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

作間　琴莉 さくま　ことり ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

竹島加奈子 たけしま　かなこ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

杉田　亜未 すぎた　あみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

小川　志保 おがわ　しほ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

宮迫たまみ みやさこ　たまみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

森　　仁美 もり　ひとみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

島野　美央 しまの　みお ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

山辺　紗希 やまべ　さき ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

サッカー

4位

選手
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陸上競技

監督

成年男子 選手

成年女子 選手

少年男子共通 選手

成少男子共通 選手

少年男子A 選手

少年男子B

少年女子共通 選手

選手

水泳
（飛込）

監督

監督

成年男子 選手

水泳
(ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ
ｽｲﾐﾝｸﾞ)

監督

女子
1位
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中村健太郎 なかむら　けんたろう 津商業高校

後藤翔太郎 ごとう　しょうたろう 三重GTC

島袋　　将 しまぶくろ　しょう 早稲田大学 《 四日市工業高校 》

井上　　雅 いのうえ　みやび （公財）三重県体育協会

吉田明日香 よしだ　あすか 明治大学 《 四日市商業高校 》

徳丸　真史 とくまる　まさし 四日市工業高校

吉岡　希紗 よしおか　きさ 四日市商業高校

原田真実子 はらだ　まみこ 四日市商業高校

伊藤　大輔 いとう　だいすけ 相可高校

少年女子 選手 中尾　咲月 なかお　さつき 津高校 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 4位

齊藤　　俊 さいとう　しゅん 暁高校

長﨑　柊人 ながさき　しゅうと 暁高校

清水　日向 しみず　ひゅうが 暁高校

首藤　　匠 しゅとう　たくみ 暁高校

長﨑　奏人 ながさき　かなと 暁高校 

津村　涼太 つむら　りょうた 暁高校

監督 橋爪　幸彦 はしづめ　ゆきひこ 朝明高校

藤田　雄大 ふじた　ゆうだい 青山学院大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ61kg級 1位

中田　　陽 なかた　よう 朝明高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65kg級 2位

森　　保弘 もり　やすひろ 四日市四郷高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ97kg級 5位

監督 藤波　俊一 ふじなみ　としかず いなべ総合学園高校

古瀬　　稜 ふるせ りょう いなべ総合学園高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ5lkg級 3位

弓矢　暖人 ゆみや　はると いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ55kg級 3位

徳力　貫太 とくりき　かんた いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65kg級 2位

山﨑　然生 やまざき　ぜんしょう いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ80kg級 5位

西村　麻凜 にしむら　まりん 松阪工業高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ125kg級 5位

杉谷　典明 すぎたに　のりあき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

成年男子 選手 南里　研二 なんり　けんじ ㈱百五銀行 ﾚｰｻﾞｰ級 2位

成年女子 選手 多田　　緑 ただ　みどり ㈱三重電子計算ｾﾝﾀｰ ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 6位

伊藤　秀郎 いとう　ひでお 津工業高校

少年男子 選手 福田　　廉 ふくた　れん 津工業高校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 7位

松本良由喜 まつもと　よしゆき 津市芸濃総合支所

兼元　秀寿 かねもと　ひでき 三重県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会
53kg級ｽﾅｯﾁ
53kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
53kg級ﾄｰﾀﾙ

4位
3位
4位

伊丹玲於奈 いたみ　れおな 日本大学 《 四日市工業高校 》 77kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 8位

川村　正輝 かわむら　まさき 日本大学 《 四日市工業高校 》
+105kg級ｽﾅｯﾁ
+105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
+105kg級ﾄｰﾀﾙ

4位
7位
6位

松本　奈々 まつもと　なな 金沢学院大学 《 亀山高校 》 -53kg級ｽﾅｯﾁ 4位

山本　真鼓 やまもと　まこ 名古屋産業大学
63kg級ｽﾅｯﾁ
63kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
63kg級ﾄｰﾀﾙ

6位
2位
4位

大塚　涼太 おおつか　りょうた 四日市工業高校 
56kg級ｽﾅｯﾁ
56kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
56kg級ﾄｰﾀﾙ

4位
4位
3位

岩佐　拓真 いわさ　たくま 四日市工業高校 
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ﾄｰﾀﾙ

3位
5位

増田　竜星 ますだ　りゅうせい 亀山高校
94kg級ｽﾅｯﾁ
94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ
94kg級ﾄｰﾀﾙ

1位
2位
1位

監督 伊藤征四郎 いとう　せいしろう 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

二村　諒平 ふたむら　りょうへい 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

伊藤　正親 いとう　まさちか 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

古川　大輔 ふるかわ　だいすけ ㈱ｽｽﾞｶ未来

早川　雅俊 はやかわ　まさとし 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

大杉　拓巳 おおすぎ　たくみ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

吉田英太郎 よしだ　えいたろう 北伊勢上野信用金庫

井上　翔稀 いのうえ　しょうま 日本陸送㈱

原田　竜汰 はらだ　りゅうた 三重北農業協同組合

伊藤　駿矢 いとう　しゅんや 杉の子特別支援学校

瀬元　大輝 せもと　だいき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

山田　雄太 やまだ　ゆうた ㈱日商

青木　　優 あおき　ゆう 日本陸送㈱

ハンドボール

監督

5位

監督

選手

少年女子 5位

5位

5位

ウエイト
リフティン

グ

監督

成年男子 選手

少年男子 選手

成年女子

監督

ボート

選手

レスリング

成年男子

7位
体操

少年男子 選手

選手

少年男子

成年男子

監督

選手

選手

テニス

セーリング

監督

監督

女子 選手

成年男子
選手
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監督 蛭川　健司 ひるかわ　けんじ 四日市商業高校

伊藤　汐里 いとう　しおり 四日市商業高校

服部沙也加 はっとり　さやか 四日市商業高校

川島菜々子 かわしま　ななこ 四日市商業高校

和氣　愛華 わけ　あいか 四日市商業高校

中西　玲奈 なかにし　れな 四日市商業高校

山本　眞子 やまもと　まこ 四日市商業高校

古川　　瞳 ふるかわ　ひとみ 四日市商業高校

南川　満帆 みなみがわ　まほ 四日市商業高校

伊東　若葉 いとう　わかば 四日市商業高校

服部　望愛 はっとり　のあ 四日市商業高校

伊藤　朱里 いとう　あかり 四日市商業高校

加藤　愛望 かとう　あいみ 四日市商業高校

百々　敦史 どど　あつし 朝明高校

女子 選手 川嶋　百香 かわしま　ももか 日本競輪選手会三重支部 ｽｸﾗｯﾁ 5位

監督 土肥　良圭 どひ　よしかど ㈱百五銀行

宮本　春樹 みやもと　はるき 愛知工業大学

菅沼　湧輝 すがぬま　ゆうき 明治大学 《 四日市市立三滝中学校 》

宇仁田啓市 うにた　けいいち ㈱百五銀行

監督 山下　浩幸 やました　ひろゆき 鳥羽市社会福祉協議会

佐藤　　崇 さとう　たかし （公財）三重県体育協会
団体
個人

2位
4位

滝田　　真 たきだ　まこと 志摩高校 団体 2位

城山　聖羅 しろやま　せいら 東洋大学 《 志摩市立磯部中学校 》
団体
個人

2位
1位

成年男子 選手 中村　　勇 なかむら　いさむ 北勢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ
国体総合馬術
ﾀﾞｰﾋﾞｰ

3位
8位

監督兼選手 中村　洋子 なかむら　ようこ 北勢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ ﾀﾞｰﾋﾞｰ 5位

選手 北川　真弓 きたがわ　まゆみ 名張乗馬クラブ 馬場馬術 6位

監督兼選手 松本　　優 まつもと　すぐる 鳥羽高校

山田　　優 やまだ　まさる 自衛隊体育学校 《 鳥羽高校 》

池畑亮太朗 いけはた　りょうたろう 朝日ｶﾞｽｴﾅｼﾞｰ㈱

多湖　賢治 たご　けんじ ㈱ﾃﾞﾝｿｰ

湯矢　　奨 ゆや　しょう 住友電装㈱御薗事業所

小阪　飛星 こさか　ひしょう 桑名市役所

和手慎太郎 わて　しんたろう 皇學館大学

監督 記虎　敏和 きとら　としかず (一社)PEARLS

齊藤　聖奈 さいとう　せいな 住友電装㈱

玉井　希絵 たまい　きえ ｴｲﾜﾃｯｸ㈱

伊藤　絵美 いとう　えみ 住友電装㈱

山本さやか やまもと　さやか ㈱日商

林　　明里 はやし　あかり 住友電装㈱

山中　侑香 やまなか　ゆか ㈱ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ

三輪　里佳 みわ　りか 九鬼産業㈱

谷口　琴美 たにぐち　ことみ 住友電装㈱

舩橋　那緒 ふなはし　なお 医療法人社団主体会 主体会病院

和田　萌里 わだ　もえり 住友電装㈱

監督 田嶋　則之 たじま　のりゆき 田嶋税理士事務所

義村　　萌 よしむら　もえ 愛知淑徳大学

田嶋あいか たじま　あいか 慶應義塾大学 《 津高校 》

濱口　洋輔 はまぐち　ようすけ 桑名西高校

大城　海輝 おおしろ　かいき （公財）三重県体育協会 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ200m
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ500m

8位
3位

本間　　誠 ほんま　まこと くわな特別支援学校 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ500m 7位

成年女子 選手 日沖　　悠 ひおき　ゆう 桑名西高校 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ200m
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ500m

6位
7位

少年男子 選手 竹内　滉基 たけうち　こうき 桑名西高校 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ500m 6位

服部洋一郎 はっとり　よういちろう ㈲橋詰燃料店

成年男子 選手 小島　大地 こじま　だいち （公財）三重県体育協会 ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ15ｹﾞｰﾄ
ｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ･ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ

2位
3位

ハンドボール 少年女子
選手 1位

監督

選手成年男子

監督

カヌー
(ｽﾌﾟﾘﾝﾄ)

カヌー
(ｽﾗﾛｰﾑ)

山岳 成年女子
選手

ラグビー
フットボー

ル
女子

選手

弓道

監督

成年男子 選手

成年男子
選手

馬術
成年女子

相撲

卓球 成年男子
選手

フェンシング 成年男子
選手

自転車競技

ﾘｰﾄﾞ
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

2位
4位

5位

監督

3位

ﾌﾙｰﾚ 7位

近的
遠的

5位
1位



競技団体名 種別 選手監督の別 氏名 ふりがな 所属先 ふるさと登録 入賞種目 順位

平成30年度（公財）三重県体育協会「国民体育大会賞」被表彰者名簿

阪　　明子 さか　あきこ 三重県なぎなた連盟

杉野　　圭 すぎの　けい 三幸㈱

水谷　理乃 みずたに　りの 神戸松蔭女子学院大学 《 稲生高校 》

落合　凜星 おちあい　りせ 稲生高校

長田　梨奈 ながた　りな 高田高校

佐藤　彩香 さとう　あやか 稲生高校

監督 柳川　弘行 やながわ　ひろゆき
桑名市在良まちづくり
拠点施設

髙木　裕太 たかぎ　ゆうた もりした整形外科

加藤　勇紀 かとう　ゆうき 扶桑工機㈱北勢工場

伊東　将成 いとう　まさなり ㈱亀山製作所

梅田　久徳 うめだ　ひさのり 南出㈱

小屋口陽二 　こやぐち　ようじ　エイワテック㈱

成年男子 選手 森本　拓也 もりもと　たくや （公財）三重県体育協会
500ｍ
1000ｍ

4位
5位

ｽｹｰﾄ
（ｽﾋﾟｰﾄﾞ)

監督

なぎなた

ボウリング 成年男子

監督

少年女子

成年女子 選手

選手

選手 団体戦（4人ﾁｰﾑ戦） 3位

7位

8位

演技

試合


