
№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所　属 大　会　名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 レスリング 宇野　勝彦 うの・かつひこ 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市四郷高校）

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

優勝者
の監督

平成29年7月21日
～

平成29年7月23日
福岡県 第２条３号ア 3年連続

優秀選手　小川選手の監督

№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 水泳 池田　庸祐 いけだ・ようすけ 男 稲生高校
第72回国民体育大会

水泳競技　飛込　成年男子
高飛込

優勝者
の監督

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 優秀選手　村上選手の監督

2 カヌー 濱口　洋輔 はまぐち・ようすけ 男
日本

四日市カヌークラブ
桑名西高校

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

国際大会出
場者の監督

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 優秀選手　日沖選手の監督

3 陸上競技 山本　浩武 やまもと・ひろむ 男 松阪商業高校
第72回国民体育大会

陸上競技
成年男子走高跳・成年女子100m

優勝者
の監督

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 優秀選手　衛藤選手・名倉選手の監督

4 陸上競技 久保　幸弘 くぼ・ゆきひろ 男 神戸高校
第72回国民体育大会

陸上競技
成年男子走高跳・成年女子100m

優勝者
の監督

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 優秀選手　衛藤選手・名倉選手の監督

5 体操 外村　和才 そとむら・かずとし 男 相好体操クラブ
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　岡村選手の監督

6 体操 齊藤　　俊 さいとう・しゅん 男 暁高校
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　長﨑選手の監督

7 体操 武内　祐樹 たけうち・ゆうき 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
国際大会出
場者の監督

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 優秀選手　安里選手の監督

8 体操 河合　将利 かわい・まさとし 男 相好体操クラブ
第42回コトブス国際

男子跳馬
国際大会出
場者の監督

平成29年11月23日
～

平成29年11月26日
ドイツ 第２条２号イ 優秀選手　安里選手の監督

9 体操 桑名　勇希 くわな・ゆうき 男 相好体操クラブ
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　西村選手の監督

10 レスリング 奥野　竜司 おくの・りゅうじ 男 一志ジュニアレスリング教室
（伊勢工業高校）

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

優勝者
の監督

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 優秀選手　山本選手の監督

※平成21年度

11 レスリング 藤波　俊一 ふじなみ・としかず 男 いなべ総合学園高校
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
優勝者
の監督

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

優秀選手　基山選手・弓矢選手の監督
※平成21年度

12 レスリング 橋爪　幸彦 はしづめ・ゆきひこ 男 朝明高校
第72回国民体育大会

レスリング競技　成年男子フリースタイル74kg級
優勝者
の監督

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 優秀選手　藤波選手の監督

13 レスリング 弓矢　完二 ゆみや・かんじ 男 いなべ市役所
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　弓矢選手の監督

14 相撲 山下　浩幸 やました・ひろゆき 男 鳥羽市立神島中学校
第72回国民体育大会

相撲競技　成年男子　個人
優勝者
の監督

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 優秀選手　城山選手の監督

15 フェンシング 鈴木　　満 すずき・みつる 男 鳥羽フェンシングクラブ
第3回全国中学校フェンシング選手権大会

男子サーブル
優勝者
の監督

平成29年7月22日
～

平成29年7月24日
東京都 第２条２号ア 特別優秀選手　小久保選手の監督

16 柔道 弓矢　竜太 ゆみや・りゅうた 男 四日市中央工業高校
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　井上選手の監督

17 剣道 南部　智憲 なんぶ・とものり 男 鈴鹿工業高等専門学校
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
優勝者
の監督

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 優秀選手　古川選手の監督

優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第2号関係） ※＝特別優秀監督賞受賞済者

特 別 優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第3号関係）


