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

小池　弘文 こいけ ひろふみ 宇治山田商業高校

安田    覚 やすだ さとる 桑名高校

梅枝　裕吉 うめがえ ひろよし NTN㈱ 3000m障害物 2位

中井　一磨 なかい かずま 東海大学 《 宇治山田商業高校 》 4×100mﾘﾚｰ 7位

成年女子 選手 尾西　美咲 おにし みさき 積水化学工業㈱ 《 宇治山田商業高校 》 5000m 4位

諏訪　達郎 すわ たつろう 四日市工業高校 100m
4×100mﾘﾚｰ

7位
7位

愛敬彰太郎 あいきょう しょうたろう 桑名高校
400m
4×100mﾘﾚｰ

1位
7位

竹内　大晴 たけうち ひろはる 近畿大学工業高専 走幅跳
三段跳

6位
5位

西山　雄介 にしやま ゆうすけ 伊賀白鳳高校 5000m 2位

中川　想基 なかがわ そうき 四日市工業高校 4×100mﾘﾚｰ 7位

松岡　修平 まつおか しゅうへい 高田高校 走幅跳 2位

八田　知宏 はった ともひろ 津田学園高校

芝原　一平 しばはら　いっぺい 尾鷲高校

少年男子 選手 甫本　研太 ほもと けんた 松阪高校 50m自由形
100m自由形

2位
4位

成年男子 選手 箕成　貴之 みなり たかゆき 京浜物流㈱ 《 名張桔梗丘高校 》 100m自由形 5位

選手兼監督 金山  敦思 かなやま　あつし 四日市商業高校

選手 遠藤　  豪 えんどう　たけし 早稲田大学 《 四日市工業高校 》

監督 徳丸  真史 とくまる　まさし 四日市工業高校

後藤翔太郎 ごとう　しょうたろう 四日市工業高校

長田　和典 ながた　かずのり 四日市工業高校

監督 崎久保清寿 さきくぼ　きよひさ 津田学園高校

佐野　真代 さの　まよ 津田学園高校

千葉　南奈 ちば　なな 鈴鹿高校

監督 国吉　　豊 くによし ゆたか 四日市ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ

山本　　拳 やまもと げん 日本大学 《 久居高校 》 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 3位

笹木　雄作 ささき ゆうさく 日本体育大学 《 皇學館高校 》 ﾊﾞﾝﾀﾑ級 5位

片山太一郎 かたやま たいちろう 久居高校

佐々木智史 ささき ともふみ 水産高校

丑岡　涼太 うしおか りょうた 水産高校 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 5位

藤井　　将 ふじい しょう 久居高校 ﾌﾗｲ級 5位

池土　勝隆 いけど かつたか 久居高校 ｳｪﾙﾀｰ級 5位

監督 浅田　憲徹 あさだ かずゆき 相好体操ｸﾗﾌﾞ

齊藤　　俊 さいとう しゅん 相好体操ｸﾗﾌﾞ

古賀　裕将 こが ゆうすけ 相好体操ｸﾗﾌﾞ

小泉　和照 こいずみ かずてる 相好体操ｸﾗﾌﾞ

宗像　  陸 むなかた りく 相好体操ｸﾗﾌﾞ

監督
 橋爪　幸彦 はしづめ ゆきひこ 朝明高校

選手 高橋　侑希 たかはし ゆうき 山梨学院大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ55kg級 1位

監督 藤波　俊一 ふじなみとしかず いなべ総合学園高校

松尾　侑亮 まつお ゆうすけ いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ66kg級 3位

服部　弘慶 はっとり ひろよし 朝明高校 ｸﾞﾚｺ96kg級 2位

日紫喜豪貴 ひしき ごうき いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ74kg級 5位

監督兼選手 石﨑　　満 いしざき みつる 三重県体育協会

選手 坂　  典泰 ばん のりやす 四日市工業高校 62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｼﾞｬｰｸ

3位
4位

監督 森　  浩之 もり ひろゆき 四日市中央工業高校

伊丹玲於奈 いたみ れおな 四日市工業高校 56kg級ｽﾅｯﾁ
56kg級ｼﾞｬｰｸ

2位
3位

太田　康嗣 おおた やすし 四日市中央工業高校 85kg級ｽﾅｯﾁ
85kg級ｼﾞｬｰｸ

6位
7位

太田　悠斗 おおた ゆうと 四日市工業高校 77kg級ｼﾞｬｰｸ 2位

監督 西脇　智広 にしわき　ともひろ 朝明高校

廣田　敦士 ひろた あつし 朝日大学 《 暁高校 》 ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 5位

神田　　龍 かんだ りょう 三重県自転車競技連盟 1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ
ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

2位
5位

高士　拓也 たかし たくや 中央大学 《 朝明高校 》 4km速度競走 1位

監督兼
ﾒｶﾆｼｬﾝ

百々　敦史 どど あつし 朝明高校

伊藤　稔真 いとう としまさ 朝明高校 ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 5位

堀田　海人 ほった かいと 朝明高校 1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ
ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

3位
5位
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山﨑　国弘 やまさき くにひろ 三重高校

玉川　裕司 たまがわ ゆうし 三重高校

増田　健人 ますだ けんと 同志社大学 《 三重高校 》

品川　貴紀 しながわ たかのり 早稲田大学 《 三重高校 》

早川　和宏 はやかわ かずひろ 立命館大学 《 三重高校 》

今井　快幸 いまい よしゆき 明治大学 《 三重高校 》

石川　直紀 いしかわ なおき 同志社大学 《 三重高校 》

大森　優理 おおもり ゆうり 三重高校

大貫　　遥 おおぬき はるか 三重高校

土井さくら どい さくら 三重高校

西岡真里華 にしおか まりか 三重高校

藤本奈津美 ふじもと なつみ 三重高校

山田　優菜 やまだ ゆうな 三重高校

成年男子 監督兼選手 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 6位

成年女子 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
ﾄｯﾌﾟｽｺｱ

7位
6位

監督兼選手 山田あゆみ やまだ あゆみ 日本大学 《 鳥羽高校 》

砂山　文香 すなやま あやか 日本体育大学 《 津東高校 》

川島　瑞月 かわしま みづき 関西学院大学 《 津東高校 》

監督 東海　孝也 とうかい　たかや 久居高校

選手 北出　義城 きたで　よしき 久居高校 BRS60JM
BRS30JM

7位
2位

監督兼選手 南野真一郎 なんの しんいちろう豊通物流㈱

鎌田　　秀 かまた しゅう 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

渡部　逸記 わたなべ いつき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

小田　正浩 おだ まさひろ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

佐野　友哉 さの ともや ㈱鳥金

伊藤　隆寛 いとう たかひろ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

光安　俊貴 みつやす としたか 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

山根　有人 やまね なおと 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

生方　信孝 うぶかた　のぶたか 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

中村　有志 なかむら ゆうし 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

前田　　瞬 まえだ しゅん 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

原島　知行 はらしま ともゆき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

中田　裕人 なかた ひろと 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

末松　勇喜 すえまつ ゆうき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

竹丸　貴仁 たけまる　たかひと 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

長嶺　雅孝 ながみね まさたか 田代電化工業㈱

坂井　健志 さかい たけし 大同特殊鋼㈱

南野　智大 なんの ともひろ 中部日立物流ｻｰﾋﾞｽ㈱

山路　健太 やまじ けんた 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

長嶺　智仁 ながみね ともひと 愛知電機㈱ 《 四日市農芸高校 》

堀　　賢二 ほり けんじ JSR㈱

谷口　雄基 たにぐち ゆうき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

監督 尾畑　　真 おばた しん 尾畑損害保険事務所

渡部　桂太 わたべ けいた 日産愛知自動車大学校

芝本　貴洋 しばもと たかひろ ING商事㈱

監督 田口　正信 たぐち まさのぶ 陸上自衛隊久居駐屯地

南端　　拳 みなみばた けん 皇學館高校

笹山　　尊 ささやま たける 皇學館高校

長野　優斗 ながの ゆうと 皇學館高校

監督 鈴木　啓二 すずき けいじ 伊賀白鳳高校

伊藤　有志 いとう ゆうし 三重高校 

北村　聡馬 きたむら そうま 伊勢高校 

寺田紅黎斗 てらだ くれと 三重高校 

7位

2位

7位

ﾌﾙｰﾚ
ｴﾍﾟ
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