
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

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

近藤　崇裕 こんどう たかひろ 筑波大学 《四日市高校》 400m 7位

梅枝　裕吉 うめがえ ひろよし NTN㈱ 3000m障害物 5位

衛藤　昂 えとう たかし 筑波大学 《鈴鹿市立白子中学校》 走高跳 1位

林　　風汰 はやし ふうた 早稲田大学 《宇治山田商業高校》 走幅跳 6位

世古　和 せこ のどか 筑波大学 《宇治山田商業高校》 100m 4位

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 1位

松岡　修平 まつおか しゅうへい 高田高校 走幅跳 4位

村上　輝 むらかみ ひかる 南伊勢高校度会校舎 砲丸投 3位

少年女子A 選手 油谷　文月 あぶらや　ふづき 相可高校 ﾊﾝﾏｰ投 1位

中林　麻奈 なかばやし まな 相可高校 棒高跳 5位

坂倉　杏奈 さかくら あんな 四日市四郷高校 やり投 6位

伊藤　雄介 いとう ゆうすけ 津ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

八田　知宏 はった ともひろ 津田学園高校

成年男子 選手 金谷　優気 かなや ゆうき 中京大学 《四日市西高校》 100m平泳ぎ 8位

監督 川口　智央 かわぐち　ともひろ 四日市中央工業高校

寺本　幸平 てらもと こうへい 四日市中央工業高校

岩野　航介 いわの こうすけ 四日市中央工業高校

水谷　洸介 みずたに こうすけ 四日市中央工業高校

水谷　光希 みずたに こうき 四日市中央工業高校

桑原　　凌 くわはら りょう 四日市中央工業高校

廣田　賢祐 ひろた けんすけ 四日市中央工業高校

南　　翔太 みなみ しょうた 四日市中央工業高校

竹内　公亮 たけうち こうすけ 四日市中央工業高校

宮崎　一馬 みやざき かずま 四日市中央工業高校

伊藤　　翔 いとう しょう 稲生高校

上村　瑞貴 うえむら みずき 稲生高校

徳丸  真史 とくまる　まさし 四日市工業高校

金山  敦思 かなやま　あつし 四日市商業高校

遠藤　  豪 えんどう　たけし 早稲田大学 《四日市工業高校》

中島　佑介 なかじま　ゆうすけ 法政大学 《四日市工業高校》

島袋　　将 しまぶくろ　しょう 四日市工業高校

山佐　　輝 やまさ　ひかる 四日市工業高校

監督 吉田　昌弘 よしだまさひろ 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

宗像　 陸 むなかたりく 相好体操ｸﾗﾌﾞ

武内　祐樹 たけうちゆうき 相好体操ｸﾗﾌﾞ

北條　陽大 ほうじょうようだい 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

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

川瀬　克祥 かわせ かつよし 日本体育大学 《いなべ総合学園高校》 ﾌﾘｰ60kg級 3位

中村　隆春 なかむら たかはる 日本体育大学 《鳥羽高校》 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ74kg級 2位

森　保弘 もり　やすひろ 鳥羽高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ96kg級 5位

河野　隆太 こうの   りゅうた 鈴鹿国際大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg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

成國　大志 なりくに たいし いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ50kg級 1位

藤田　雄大 ふじた ゆうだい いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ55kg級 3位

藤波　勇飛 ふじなみ ゆうひ いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ60kg級 1位

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

桝田　拓矢 ますだ　たくや 朝明高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ96kg級 5位

山口　太希 やまぐち たいき いなべ総合学園高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ120kg級 2位

杉谷　典明 すぎたに のりあき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

成年女子 選手 河原　由佳 かわはら ゆか 共栄火災海上保険㈱ ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 4位

監督 森　  浩之 もり ひろゆき 四日市中央工業高校

樋口　拓弥 ひぐち たくや 亀山高校 53kg級ｼﾞｬｰｸ 7位

伊藤　周成 いとう しゅうせい 四日市工業高校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｼﾞｬｰｸ

7位
3位

伊丹玲於奈 いたみ れおな 四日市工業高校
69kg級ｽﾅｯﾁ
69kgｼﾞｬｰｸ

3位
2位

選手

4位

選手

少年女子
共通

少年男子

水泳
（水球）

少年男子

5位

体操競技
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平成25年度（公財）三重県体育協会「国民体育大会賞」被表彰者名簿

監督 中村　俊介 なかむら しゅんすけ ㈱ﾐｯﾄﾞ八光

河瀬　　豊 かわせ ゆたか 本田技研工業㈱

野嶋　智次 のじま ともつぐ 本田技研工業㈱

青山　　翼 あおやま つばさ 本田技研工業㈱

竹田　寛明 たけだ ひろあき 本田技研工業㈱

吉村　康広 よしむら やすひろ 本田技研工業㈱

伊藤征四郎 いとう せいしろう 本田技研工業㈱

瀬元　大輝 せもと だいき 本田技研工業㈱

大畑　俊輔 おおはた しゅんすけ 津東高校

高見　敏伸 たかみ としのぶ 本田技研工業㈱

高木　永士 たかぎ えいじ 本田技研工業㈱

近藤　拓也 こんどう たくや 三重電設㈱ 《四日市四郷高校》

平子　健人 ひらこ けんと 日本体育大学 《鈴鹿市立白子中学校》

監督 関　八州雄 せき やすお 三重高校

廣田　敦士 ひろた あつし 朝日大学 《暁高校》 1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 8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

選手 下岡　将也 しもおか しょうや 朝明高校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 6位

監督 垂髪　隆一 うない　りゅういち 三重高校

大森　優理 おおもり　ゆうり 三重高校

土井さくら どい　さくら 三重高校

橋本　新菜 はしもと にいな 三重高校

西岡真里華 にしおか　まりか 三重高校

加藤　幸奈 かとう　ゆきな 三重高校

藤本奈津美 ふじもと　なつみ 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 2位

少年男子 選手 亀井　大志 かめい ひろし 高田高校 馬場馬術 4位

監督兼選手 砂山　文香 すなやま あやか 日本体育大学 《津東高校》

山田あゆみ やまだ あゆみ 日本大学 《鳥羽高校》

川島　瑞月 かわしま みづき 関西学院大学 《津東高校》

監督 松下　達也 まつした たつや 三重県警察

川瀬　英徳 かわせ ひでのり 三重県警察

木原　啓伸 きはら ひろのぶ 筑波大学 《四日市中央工業高校》

中川　裕喜 なかがわ ゆうき ｾﾝｺｰ ㈱ 《皇學館高校》

佐藤　武尊 さとう たける 皇學館大学

筒井　宏樹 つつい ひろき 天理大学附属天理参考館 《稲生高校》

監督 葛原　誠二 くずはらせいじ 津警察署

選手 望月　貴裕 もちづきたかひろ 中部電力㈱ 《久居高校》 10mP60M 2位

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 津東高校

田嶋　あいか たじま あいか 津市立橋南中学校

監督 渡辺　良幸 わたなべ よしゆき NTN㈱桑名製作所

選手 濵田真由美 はまだ まゆみ ｼｬｰﾌﾟ㈱ 7位

監督 佐山　天亮 さやま たかあき 上野高校

選手 纐纈清一郎 こうけつ せいいちろう 稲生高校

選手 髙木　裕太 たかぎ ゆうた 桑名市立成徳中学校

監督 川瀬　晴二 かわせ せいじ NTN㈱桑名製作所

選手 谷原　美来 たにはら みらい 久居高校 8位

監督 小川　照房 おがわ てるふさ 三重県ｺﾞﾙﾌ連盟

横山　浩康 よこやま ひろやす 横建土木㈲

荒木　彰崇 あらき あきたか 四日市大学

伊藤　有志 いとう ゆうし 東北福祉大学

監督 鈴木　啓二 すずき けいじ 伊賀白鳳高校

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 

加藤　勇希 かとう ゆうき 津田学園高校

監督 淀谷　真也 よどや　しんや 鈴鹿工業高専

中川　一 なかがわ　はじめ 西日本電信電話㈱ 《伊勢高校》

川田　淳也 かわだ　じゅんや ㈱四日市ﾐｰﾄ･ｾﾝﾀｰ

ビーチバレー 成年男子
選手 5位

成年男子

少年男子

選手 6位

5位

5位

選手
ﾘｰﾄﾞ
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

1位
2位

選手 5位

少年女子

5位

成年女子

自転車競技

少年男子

成年男子

成年男子
選手

ソフトテニス

ハンドボール 成年男子

馬　　術

選手

成年男子

ゴルフ

選手

柔道

フェンシング

選手

選手

少年男子
8位

ボウリング

成年女子

少年女子

少年女子

8位ﾌﾙｰﾚ

山岳

ライフル射撃
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