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1 水泳 村上　和基 むらかみ・かずき 男 (公財)三重県体育協会
（ＪＳＳ白子スイミングスクール）

第72回国民体育大会
水泳競技　飛込　成年男子

高飛込
優勝

平成29年9月15日
～

平成29年9月17日
高知県 第２条２号ア 第17回世界水泳選手権大

会　出場

2 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 男 大紀スイミングクラブ
(三重高校　3年)

第72回国民体育大会
水泳競技　競泳　少年男子A

バタフライ200m
優勝

平成29年9月15日
～

平成29年9月17日
愛媛県 第２条２号ア ※平成26年度

3 水泳 井上　すず いのうえ・すず 女
日本

三重ウォーターポロスターズ
菰野高校　3年

第9回アジアエージグループ選手権
水球　女子

出場
平成29年9月9日

～
平成29年9月15日

ウズベキスタン 第２条２号イ

4 カヌー 太田光多朗 おおた・こうたろう 男 四日市カヌークラブ
（桑名西高校　2年）

2017全日本長良川ジュニアカヌー長距離選手権大会
男子カナディアンシングル6000m

優勝
平成29年11月4日

～
平成29年11月5日

岐阜県 第２条２号ア

5 カヌー 日沖　　悠 ひおき・ゆう 女
日本

四日市カヌークラブ
四日市市立西朝明中学校　3年

オリンピックホープス2017
女子カナディアンシングル500m・200m

出場
平成29年9月15日

～
平成29年9月17日

チェコ共和国 第２条２号イ JOCジュニアオリンピック
カップ　優勝　他

6 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 女
日本

三重県ボウリング連盟
桑名クラブ

第3回世界ボウリング選手権大会2017
女子4人チーム戦

3位
平成29年8月14日

～
平成29年8月20日

ドイツ 第２条３号イ ※平成21年度

7 ボウリング 森下　元喜 もりした・げんき 男
日本

三重県ボウリング連盟
鈴鹿コンドルクラブ

第8回全日本小学生ボウリング競技大会
小学5年生　男子の部

優勝
平成29年8月5日

～
平成29年8月6日

愛知県 第２条２号ア

8 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 男 日本
（味の素AGF(株)）

第16回世界陸上競技選手権大会
男子　走高跳

出場
平成29年8月4日

～
平成29年8月13日

イギリス 第２条２号イ
※平成21年度
第101回日本陸上競技選
手権大会　優勝　他

9 陸上競技 九鬼　　巧 くき・たくみ 男 日本
（NTN(株)）

第22回アジア陸上競技選手権大会
男子　100m

出場
平成29年7月6日

～
平成29年7月9日

インド 第２条２号イ
第65回全日本実業団対抗
陸上競技選手権大会　優
勝

10 陸上競技 東　　魁輝 あずま・かいき 男 NTN(株)
第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

男子　400m・4×100mR
優勝

平成29年9月22日
～

平成29年9月24日
大阪府 第２条２号ア

11 陸上競技 梨本　真輝 なしもと・まさき 男 NTN(株)
第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

男子　4×100mR
優勝

平成29年9月22日
～

平成29年9月24日
大阪府 第２条２号ア

12 陸上競技 清水　剛士 しみず・つよし 男 日本
（NTN(株)）

第22回アジア陸上競技選手権大会
男子　十種競技

出場
平成29年7月6日

～
平成29年7月9日

インド 第２条２号イ

13 陸上競技 諏訪　達郎 すわ・たつろう 男 NTN(株)
第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会

男子　200m・4×100mR
優勝

平成29年9月22日
～

平成29年9月24日
大阪府 第２条２号ア ※平成27年度

14 陸上競技 名倉　千晃 なぐら・ちあき 女 NTN(株)
第72回国民体育大会

陸上競技　成年女子　100m
優勝

平成29年10月6日
～

平成29年10月10日
愛媛県 第２条２号ア

第65回全日本実業団対抗
陸上競技選手権大会　優
勝

15 陸上競技 山口　可純 やまぐち・かすみ 女 日本
（大東文化大学　2年）

第29回ユニバーシアード競技大会
女子ハーフマラソン

出場
平成29年8月23日

～
平成29年8月28日

台湾 第２条２号イ

優 秀 選 手 賞（表彰規程第2条第2号関係） ※＝特別優秀選手受賞済者
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16 テニス 岡田　　進 おかだ・すすむ 男 三重グリーンテニスクラブ
第79回全日本ベテランテニス選手権’17

85歳以上男子ダブルス
優勝

平成29年10月1日
～

平成29年10月10日
福岡県 第２条２号ア

17 テニス 島袋　　将 しまぶくろ・しょう 男 早稲田大学　2年
全日本学生テニス選手権大会

男子シングルス
優勝

平成29年8月7日
～

平成29年8月13日
岐阜県 第２条２号ア

平成29年度全日本大学対
抗テニス王座決定試合
優勝

18 テニス 宮﨑　優良 みやざき・ゆら 男 オリンピアスポーツクラブ
（四日市市立山手中学校　1年）

DUNLOP SRIXON　全日本ジュニアテニス選手権大会’17
12歳以下男子ダブルス

優勝
平成29年8月8日

～
平成29年8月17日

大阪府 第２条２号ア

19 バレーボール 平松美有紀 ひらまつ・みゆき 女 トヨタ車体クインシーズ
（トヨタ車体(株)）

平成29年度　天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会
女子

優勝
平成29年12月15日

～
平成29年12月24日

東京都 第２条２号ア

20 バレーボール 奥山　奈映 おくやま・なえ 女 青山学院大学　4年 第64回秩父宮妃賜杯全日本バレーボール大学女子選手権大会 優勝
平成29年11月27日

～
平成29年12月3日

東京都 第２条２号ア

21 バレーボール 青山　孝明 あおやま・たかあき 男 津工業高校　3年 平成29年度第16回全日本ビーチバレーボールジュニア男子選手権 優勝
平成29年8月4日

～
平成29年8月7日

大阪府 第２条２号ア

22 バレーボール 土方　直樹 ひじかた・なおき 男 津工業高校　3年 平成29年度第16回全日本ビーチバレーボールジュニア男子選手権 優勝
平成29年8月4日

～
平成29年8月7日

大阪府 第２条２号ア

23 体操 足立　将磨 あだち・しょうま 男 相好体操クラブ
第4回全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会

ダブルミニトランポリン　男子オープン
優勝

平成29年7月8日
～

平成29年7月9日
静岡県 第２条２号ア

24 体操 安里　圭亮 あさと・けいすけ 男 相好体操クラブ
第47回世界体操競技選手権大会

男子跳馬
出場

平成29年10月2日
～

平成29年10月8日
カナダ 第２条２号イ 第42回コトブス国際　優勝

他

25 体操 小倉　佳祐 おぐら・けいすけ 男 相好体操クラブ
第56回NHK杯体操

男子跳馬
優勝

平成29年5月20日
～

平成29年5月21日
東京都 第２条２号ア

26 体操 長﨑　柊人 ながさき・しゅうと 男 暁高等学校　2年
平成29年度全国高等学校総合体育大会体操競技・新体操大会

男子　あん馬
優勝

平成29年8月1日
～

平成29年8月4日
山形県 第２条２号ア

27 体操 西村　尚純 にしむら・たかと 男 相好体操クラブ
（鈴鹿市立清和小学校　6年）

2017全日本ジュニア体操競技選手権大会
男子　Bクラス　あん馬

優勝
平成29年8月12日

～
平成29年8月13日

神奈川県 第２条２号ア
2017第12回全国ブロック
選抜U-12体操競技選手
権大会　優勝

28 体操 岡村　　真 おかむら・まな 女 相好体操クラブ
（津市立南立誠小学校　6年）

2017第12回全国ブロック選抜U-12体操競技選手権大会
女子　跳馬

優勝
平成29年11月11日

～
平成29年11月12日

山梨県 第２条２号ア

29 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 男 日本
（ALSOK）

2017年世界レスリング選手権大会
男子フリースタイル57kg級

優勝
平成29年8月21日

～
平成29年8月26日

フランス 第２条３号イ ※平成21年度

30 レスリング 中田　　陽 なかた・よう 男 朝明高校
第34回全国社会人オープンレスリング選手権大会

男子の部　フリースタイル65kg級
優勝

平成29年10月21日
～

平成29年10月22日
神奈川県 第２条２号ア ※平成19年度

31 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 男 日本
（山梨学院大学　3年）

2017年世界レスリング選手権大会
男子フリースタイル70kg級

3位
平成29年8月21日

～
平成29年8月26日

フランス 第２条３号イ ※平成21年度
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32 レスリング 山口　秀斗 やまぐち・ひでと 男 神奈川大学　2年
2017年アジア・ジュニアレスリング選手権大会

男子グレコローマンスタイル　50kg級
出場

平成29年6月15日
～

平成29年6月16日
台湾 第２条２号イ

33 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 男 青山学院大学　2年
文部科学大臣杯

平成29年度全日本学生レスリング選手権大会
男子フリースタイル　61kg級

優勝
平成29年8月28日

～
平成29年8月31日

東京都 第２条２号ア ※平成26年度

34 レスリング 伊藤　彩香 いとう・あやか 女 東新住建(株)
明治杯

平成29年度全日本選抜レスリング選手権大会
女子フリースタイル　63kg級

優勝
平成29年6月16日

～
平成29年6月18日

東京都 第２条２号ア ※平成26年度

35 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 女 日本
（東新住建(株)）

2017年世界レスリング選手権大会
女子　69kg級

優勝
平成29年8月21日

～
平成29年8月26日

フランス 第２条３号イ ※平成18年度

36 レスリング 角谷萌々果 かどや・ももか 女 至学館大学　4年
文部科学大臣杯

平成29年度全日本学生レスリング選手権大会
女子　55kg級

優勝
平成29年8月28日

～
平成29年8月31日

東京都 第２条２号ア ※平成18年度

37 レスリング 奥野　里菜 おくの・りな 女 至学館大学　4年
文部科学大臣杯

平成29年度全日本学生レスリング選手権大会
女子　48kg級

優勝
平成29年8月28日

～
平成29年8月31日

東京都 第２条２号ア ※平成17年度

38 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 女 日本
（至学館大学　2年）

2017年世界レスリング選手権大会
女子　53kg級

2位
平成29年8月21日

～
平成29年8月26日

フランス 第２条３号イ ※平成20年度

39 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 女 日本
（至学館大学　1年）

2017年世界レスリング選手権大会
女子　55kg級

優勝
平成29年8月21日

～
平成29年8月26日

フランス 第２条３号イ ※平成20年度

40 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 男 いなべ総合学園高校　3年
第72回国民体育大会

レスリング競技　少年男子フリースタイル66kg級
優勝

平成29年10月7日
～

平成29年10月10日
愛媛県 第２条２号ア ※平成19年度

41 レスリング 弓矢　暖人 ゆみや・はると 男 いなべ総合学園高校　1年
第72回国民体育大会

レスリング競技　少年男子フリースタイル50kg級
優勝

平成29年10月7日
～

平成29年10月10日
愛媛県 第２条２号ア

42 レスリング 神谷龍之介 かみや・りゅうのすけ 男 いなべレスリングクラブ
（いなべ市立石槫小学校　6年）

第21回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
男子の部　6年生　48kg級

優勝
平成29年3月11日

～
平成29年3月12日

東京都 第２条２号ア

43 レスリング 北島　　魂 きたじま・そうる 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立内部東小学校　5年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部　5年生　26kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア

44 レスリング 田島　　宗 たじま・そう 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立県小学校　4年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部　4年生　45kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア

45 レスリング 稲垣　柚香 いながき・ゆずか 女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志中学校　3年）

2017年クリッパン女子国際大会
カデットの部　49kg級

優勝
平成29年2月17日

～
平成29年2月18日

スウェーデン 第2条2号イ ※平成25年度

46 レスリング 山本　和佳 やまもと・のどか 女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志中学校　3年）

平成29年度第43回全国中学生レスリング選手権大会
女子の部　70kg級

優勝
平成29年6月10日

～
平成29年6月11日

茨城県 第２条２号ア ※平成28年度

47 レスリング 寺本　　鈴 てらもと・りん 女 四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立富田中学校　3年）

平成29年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
中学生の部　62kg級

優勝 平成29年4月2日 東京都 第２条２号ア ※平成25年度
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48 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 女 いなべレスリングクラブ
（四日市市立西朝明中学校　2年）

平成29年度　東京都知事杯
第8回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　48kg級
優勝

平成29年11月25日
～

平成29年11月26日
東京都 第２条２号ア ※平成25年度

49 レスリング 弓矢　紗希 ゆみや・さき 女 いなべレスリングクラブ
（いなべ市立大安中学校　1年）

平成29年度第43回全国中学生レスリング選手権大会
女子の部　34kg級

優勝
平成29年6月10日

～
平成29年6月11日

茨城県 第２条２号ア ※平成27年度

50 レスリング 森川　晴凪 もりかわ・はるな 女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志西小学校　6年）

第21回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子の部　6年生　40kg級

優勝
平成29年3月11日

～
平成29年3月12日

東京都 第２条２号ア ※平成28年度

51 レスリング ビャンバスレン・
ハリウン

びゃんばすれん・
はりうん

女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志西小学校　6年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　6年生　45kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア

52 レスリング 小川　凜佳 おがわ・りんか 女 四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立日永小学校　5年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　5年生　33kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア ※平成28年度

53 レスリング 吉田千沙都 よしだ・ちさと 女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立大三小学校　5年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　5年生　36kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア ※平成27年度

54 レスリング 吉田七名海 よしだ・ななみ 女 一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志西小学校　4年）

第21回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子の部　4年生　28kg級

優勝
平成29年3月11日

～
平成29年3月12日

東京都 第２条２号ア ※平成28年度

55 レスリング 小塚　菜々 こづか・なな 女 いなべレスリングクラブ
（桑名市立深谷小学校　3年）

平成29年度第34回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　3年生　28kg級

優勝
平成29年7月21日

～
平成29年7月23日

福岡県 第２条２号ア

56 ウエイトリフティング 山本　真鼓 やまもと・まこ 女 名古屋産業大学　3年
平成29年度第29回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会

63kg級
優勝

平成29年4月28日
～

平成29年4月30日
大阪府 第２条２号ア

57 ウエイトリフティング 石井　未来 いしい・みく 女 東京国際大学　2年
平成29年度第18回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会

69kg級
優勝

平成29年12月22日
～

平成29年12月24日
埼玉県 第２条２号ア ※平成28年度

58 ハンドボール 原　　希美 はら・のぞみ 女 日本
（三重バイオレットアイリス）

第16回女子アジア選手権
ハンドボール競技

2位
平成29年3月13日

～
平成29年3月22日

韓国 第２条３号イ ※平成26年度

59 ハンドボール 服部　沙紀 はっとり・さき 女 大阪体育大学　3年
高松宮記念杯

女子第53回　平成29年度全日本学生ハンドボール選手権大会
優勝

平成29年11月3日
～

平成29年11月7日
石川県 第２条２号ア

60 ハンドボール 山本　眞奈 やまもと・まな 女 大阪体育大学　3年
高松宮記念杯

女子第53回　平成29年度全日本学生ハンドボール選手権大会
優勝

平成29年11月3日
～

平成29年11月7日
石川県 第２条２号ア

61 ソフトテニス 内田　理久 うちだ・りく 男 早稲田大学　1年
第71回文部科学大臣杯

全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会
男子大学対抗戦

優勝
平成29年8月5日

～
平成29年8月6日

石川県 第２条２号ア ※平成28年度

62 ソフトテニス 福田　麗優 ふくだ・りゆ 女 三重高校　3年
第12回ソフトテニスジュニアジャパンカップ

U-20女子シングルス
優勝

平成29年11月25日
～

平成29年11月26日
宮崎県 第２条２号ア

63 ソフトテニス 竹田　真樹 たけだ・まき 女 三重高校　2年
第12回ソフトテニスジュニアジャパンカップ

U-17女子シングルス
優勝

平成29年11月25日
～

平成29年11月26日
宮崎県 第２条２号ア
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64 相撲 城山　聖羅 しろやま・せいら 男 東洋大学　2年
第72回国民体育大会

相撲競技　成年男子　個人
優勝

平成29年10月6日
～

平成29年10月8日
愛媛県 第２条２号ア

65 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 男 自衛隊体育学校
第70回全日本フェンシング選手権大会

個人戦　男子エペ
優勝

平成29年12月7日
～

平成29年12月10日
東京都 第２条２号ア

※平成25年度
第29回ユニバーシアード
競技大会　3位　他

66 フェンシング 山田あゆみ やまだ・あゆみ 女 城北信用金庫
第70回全日本フェンシング選手権大会

個人戦　女子エペ
優勝

平成29年12月7日
～

平成29年12月10日
東京都 第２条２号ア ※平成25年度

2017世界選手権　出場

67 柔道 井上　拓茉 いのうえ・たくま 男 四日市中央工業高校　3年
平成29年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会

男子66kg級
優勝

平成29年8月8日
～

平成29年8月12日
福島県 第２条２号ア

68 剣道 古川　実紅 ふるかわ・みく 女 鈴鹿工業高等専門学校　5年
第52回全国高等専門学校体育大会

剣道競技　女子個人戦の部
優勝

平成29年8月19日
～

平成29年8月20日
東京都 第２条２号ア

69 ラグビーフットボール 齊藤　聖奈 さいとう・せいな 女 日本
(PEARLS・住友電装(株))

女子ラグビーワールドカップ2017　アイルランド大会 出場
平成29年8月9日

～
平成29年8月26日

アイルランド 第２条２号イ

70 山岳 渡部　桂太 わたべ・けいた 男 日本
（三重県山岳連盟）

IFSC　クライミング・ワールドカップ南京2017 優勝
平成29年4月29日

～
平成29年4月30日

中国 第２条３号イ ※平成27年度

71 山岳 義村　　萌 よしむら・もえ 女 愛知淑徳大学　3年
平成29年度日本学生スポーツクライミング個人選手権大会

リード　女子
優勝 平成29年11月4日 大阪府 第２条２号ア ※平成26年度

72 山岳 田嶋あいか たじま・あいか 女 日本
（慶應義塾大学　1年）

IFSC　世界ユース選手権インスブルック2017
ジュニア女子　リード

2位
平成29年8月30日

～
平成28年9月10日

オーストリア 第２条３号イ ※平成24年度

73 日本拳法 佐々木昊生 ささき・こうせい 男 日本拳法永心会
（伊賀市立上野西小学校　2年）

第35回全日本拳法少年個人選手権大会
小学2年男子の部

優勝 平成29年9月24日 大阪府 第２条２号ア

74 日本拳法 北垣戸美来 きたがいと・みく 女 日本拳法教心館
（松阪市立中部中学校　3年）

第35回全日本拳法少年個人選手権大会
中学3年女子の部

優勝 平成29年9月24日 大阪府 第２条２号ア

75 日本拳法 荒川　由妃 あらかわ・ゆい 女 菰野日本拳法会
（菰野町立菰野中学校　2年）

第35回全日本拳法少年個人選手権大会
中学2年女子の部

優勝 平成29年9月24日 大阪府 第２条２号ア

76 日本拳法 小林　紅葉 こばやし・くれは 女 菰野日本拳法会
（菰野町立朝上小学校　2年）

第35回全日本拳法少年個人選手権大会
小学2年女子の部

優勝 平成29年9月24日 大阪府 第２条２号ア

77 パワーリフティング 辻　　紀子 つじ・のりこ 女
日本

社会福祉法人　三鈴会
障害者支援施設　しらさぎ園

第5回世界クラシックパワーリフティング選手権大会
マスターズⅡ　47kg以下級

優勝
平成29年6月14日

～
平成29年6月25日

ベラルーシ 第２条３号イ ※平成27年度


