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1 水泳 箕成　貴之 みなり・たかゆき 26 男 京浜物流㈱
第64回日本実業団水泳競技大会

男子　100ｍ・200ｍ自由形
優勝

平成25年8月3日
～

平成25年8月4日
兵庫県 第2条2号ア ※平成24年度

2 水泳 大野　佑斗 おおの・ゆうと 18 男
日本

（日本体育大学 1年）
世界ジュニア選手権大会　水球競技 出場

平成25年8月12日
～

平成25年8月18日
ハンガリー 第2条2号イ

3 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 13 男
大紀スイミングクラブ

（大紀町立大宮中学校 2年）

第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会

男子13～14歳　100ｍバタフライ
優勝

平成25年8月26日
～

平成25年8月30日
東京都 第2条2号ア

4 水泳 柿市　衣里奈 かきいち・えりな 21 女
日本

（日本体育大学 4年）
第27回ユニバーシアード競技大会　水球競技 出場

平成25年7月6日
～

平成25年7月17日
ロシア 第2条2号イ

5 陸上競技 山下　　洸 やました・みなと 25 男 ＮＴＮ㈱
第97回日本陸上競技選手権大会

男子3000ｍＳＣ
優勝 平成25年6月7日 東京都 第2条2号ア

第20回アジア陸上競技
選手権　出場

6 陸上競技 小林　雄一 こばやし・ゆういち 24 男
日本

（ＮＴＮ㈱）
第14回世界陸上競技選手権大会

男子200ｍ
出場

平成25年8月10日
～

平成25年8月18日
ロシア 第2条2号イ

第20回アジア陸上競技
選手権　出場

7 陸上競技 田中　　僚 たなか・りょう 22 男
日本

（関西学院大学　4年）
第20回アジア陸上競技選手権大会

男子棒高跳
出場

平成25年7月3日
～

平成25年7月7日
インド 第2条2号イ

8 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 22 男 筑波大学　大学院1年
第68回国民体育大会　陸上競技

男子　走高跳
優勝 平成25年10月6日 東京都 第2条2号ア

第20回アジア陸上競技
選手権　出場
※平成21年度

9 陸上競技 菅　　大彰 すが・ひろあき 20 男 鈴鹿工業高等専門学校　5年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　三段跳
優勝 平成25年8月19日 福島県 第2条2号ア

10 陸上競技 清水　剛士 しみず・つよし 19 男 近畿大学工業高等専門学校 5年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　走幅跳
優勝 平成25年8月18日 福島県 第2条2号ア

11 陸上競技 西山　雄介 にしやま・ゆうすけ 19 男
日本

（伊賀白鳳高校　3年）
第40回世界クロスカントリー選手権

陸上競技　ジュニア男子8ｋｍ
出場 平成25年3月24日 ポーランド 第2条2号イ

12 陸上競技 濱本　悠司 はまもと・ゆうし 18 男 近畿大学工業高等専門学校　3年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　110ｍＨ
優勝 平成25年8月19日 福島県 第2条2号ア

13 陸上競技 藤田　尊大 ふじた・たかひろ 18 男 鈴鹿工業高等専門学校　3年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　400ｍ
優勝 平成25年8月19日 東京都 第2条2号ア

14 陸上競技 中山　郁哉 なかやま・ふみや 18 男 伊勢まなび高校 2年
第48回全国高等学校定時制通信制体育大会　陸上競技

男子の部　400ｍ
優勝

平成25年8月12日
～

平成25年8月14日
東京都 第2条2号ア

15 陸上競技 松岡　修平 まつおか・しゅうへい 16 男
日本

（高田高校　2年）
第8回世界ユース陸上競技選手権大会

男子　走幅跳
出場

平成25年7月10日
～

平成25年7月14日
ウクライナ 第2条2号イ
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16 陸上競技 川畑　夏唯 かわはた・かい 17 男 近畿大学工業高等専門学校　2年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　やり投
優勝 平成25年8月19日 福島県 第2条2号ア

17 陸上競技 加藤　健太郎 かとう・けんたろう 17 男 鈴鹿工業高等専門学校　2年
第48回全国高等専門学校体育大会　陸上競技

男子　走高跳
優勝 平成25年8月19日 福島県 第2条2号ア

18 陸上競技 山本　フェビアス やまもと・ふぇびあす 15 男 津市立西橋内中学校　3年
第40回全日本中学校陸上競技選手権大会

男子　400ｍ
優勝 平成25年8月22日 愛知県 第2条2号ア

19 陸上競技 小林　俊介 こばやし・しゅんすけ 15 男
多気町松阪市学校組合立

多気中学校　3年
第40回全日本中学校陸上競技選手権大会

男子　棒高跳
優勝 平成25年8月21日 愛知県 第2条2号ア

20 陸上競技 尾西　美咲 おにし・みさき 28 女 積水化学工業㈱
第97回日本陸上競技選手権大会

女子　5000ｍ
優勝 平成25年6月9日 東京都 第2条2号ア

第68回国民体育大会
優勝

21 陸上競技 石橋　麻衣 いしばし・まい 24 女
日本

（㈱デンソー）
第40回世界クロスカントリー選手権

陸上競技　シニア女子8ｋｍ
出場 平成25年3月24日 ポーランド 第2条2号イ

22 陸上競技 世古　　和 せこ・のどか 22 女 筑波大学　4年
第82回日本学生陸上競技対校選手権大会

女子　100ｍ
優勝 平成25年9月7日 東京都 第2条2号ア ※平成21年度

23 陸上競技 油谷　文月 あぶらや・ふづき 18 女 相可高校　3年
第68回国民体育大会　陸上競技

少年女子Ａ　ハンマー投
優勝 平成25年10月7日 東京都 第2条2号ア

24 陸上競技 坂　　実咲 さか・みさき 17 女 四日市商業高校　2年
2013日本ジュニア室内陸上競技大阪大会

ジュニアの部　女子　1500ｍ
優勝 平成25年2月3日 大阪府 第2条2号ア

25 陸上競技 藤原　千春 ふじわら・ちはる 14 女
多気町松阪市学校組合立

多気中学校　3年
第44回ジュニアオリンピック陸上競技大会

Ａ・Ｂ・Ｃ共通　円盤投
優勝 平成25年10月26日 神奈川県 第2条2号ア

26 陸上競技 須川　真衣 すがわ・まい 11 女 一志Ｂｅａｓｔ
第29回全国小学生陸上競技交流大会

女子5年　100ｍ
優勝 平成25年8月24日 神奈川県 第2条2号ア

27 レスリング 河野　隆太 こうの・りゅうた 26 男 鈴鹿国際大学
第30回全国社会人オープンレスリング選手権大会

男子の部　グレコローマンスタイル120ｋｇ級
優勝 平成25年11月23日 神奈川県 第2条2号ア ※平成22年度

28 レスリング 武中　一喜 たけなか・かずき 17 男
日本

（伊勢工業高校　3年）
2013年アジアカデット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25年7月25日
～

平成25年7月26日
モンゴル 第2条2号イ

29 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 17 男
日本

（いなべ総合学園高校　2年）
2013年世界カデットレスリング選手権大会

男子フリースタイル　63ｋｇ級
2位

平成25年8月24日
～

平成25年8月25日
セルビア 第2条2号イ ※平成21年度

30 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 16 男 いなべ総合学園高校　1年
平成25年度全国高等学校総合体育大会
レスリング競技　男子個人対抗戦　50ｋｇ級

優勝
平成25年8月5日

～
平成25年8月6日

長崎県 第2条2号ア

31 レスリング 松井　　稜 まつい・りょう 14 男
日本

（春日井市立石尾台中学校　3年）
（桑名レスリングクラブ）

2013年世界カデットレスリング選手権大会
男子フリースタイル　42ｋｇ級

優勝
平成25年8月24日

～
平成25年8月25日

セルビア 第2条2号イ ※平成22年度

32 レスリング 太田　匠海 おおた・たくみ 11 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立桜台小学校5年)

第17回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
男子の部　4年生　39ｋｇ級

優勝
平成25年3月9日

～
平成25年3月10日

東京都 第2条2号ア ※平成21年度
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33 レスリング 徳力　哲太 とくりき・てった 11 男
いなべレスリングクラブ

（東員町立神田小学校　5年）
第17回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

男子の部　5年生　30ｋｇ級
優勝

平成25年3月9日
～

平成25年3月10日
東京都 第2条2号ア

34 レスリング 山際　航平 やまぎわ・こうへい 10 男
四日市ジュニアレスリングクラブ

(四日市市立笹川東小学校　4年）
第17回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

男子の部　4年生　26ｋｇ級
優勝

平成25年3月9日
～

平成25年3月10日
東京都 第2条2号ア ※平成24年度

35 レスリング 奥井　峻晴 おくい・しゅんせい 9 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立塩浜小学校　3年）

平成25年度　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部　3年生　28ｋｇ級

優勝
平成25年7月27日

～
平成25年7月28日

北海道 第2条2号ア ※平成24年度

36 レスリング 伊藤　彩香 いとう・あやか 20 女
日本

（至学館大学　3年）
2013レスリング世界選手権大会

女子　59ｋｇ級
出場

平成25年9月18日
～

平成25年9月20日
ハンガリー 第2条2号イ

37 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 19 女
日本

（至学館大学　1年）
2013レスリング世界選手権大会

女子　67ｋｇ級
3位

平成25年9月18日
～

平成25年9月20日
ハンガリー 第2条2号イ ※平成18年度

38 レスリング 奥野　里菜 おくの・りな 18 女
日本

（久居高校　3年）
2013年世界ジュニアレスリング選手権大会

女子　44ｋｇ級
3位 平成25年8月15日 ブルガリア 第2条2号イ ※平成17年度

39 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 14 女
一志ジュニアレスリング教室

（津市立久居西中学校　3年）

平成25年度沼尻直杯
第39回全国中学生レスリング選手権大会

女子の部　52ｋｇ級
優勝

平成25年6月8日
～

平成25年6月9日
茨城県 第2条2号ア ※平成20年度

40 レスリング 永本　聖奈 ながもと・せな 13 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立羽津小学校　6年）

第17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25年3月9日

～
平成25年3月10日

東京都 第2条2号ア ※平成24年度

41 レスリング 伊藤　乃愛 いとう・のあ 11 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立桜台小学校　5年）

平成25年度　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　5年生　28ｋｇ級

優勝
平成25年7月27日

～
平成25年7月28日

北海道 第2条2号ア

42 レスリング 伊藤　未羽 いとう・みわ 11 女
四日市ジュニアレスリングクラブ

（四日市市立富洲原小学校　5年）
平成25年度第8回全日本女子オープンレスリング選手権大会

小学5・6年生の部　26ｋｇ級
優勝

平成25年10月19日
～

平成25年10月20日
静岡県 第2条2号ア

43 レスリング 野﨑　咲良 のざき・さくら 10 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市立西橋北小学校　4年）

平成25年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
小学3・4年の部　30ｋｇ級

優勝 平成25年3月31日 東京都 第2条2号ア

44 レスリング 弓矢　紗希 ゆみや・さき 9 女
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立石槫小学校　3年）
平成25年度　第30回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　3年生　22ｋｇ級
優勝

平成25年7月27日
～

平成25年7月28日
北海道 第2条2号ア

45 レスリング 稲垣　　和 いながき・のどか 9 女 四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立大矢知興譲小学校　3年）

平成25年度　第30回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　3年生　24ｋｇ級

優勝
平成25年7月27日

～
平成25年7月28日

北海道 第2条2号ア ※平成24年度

46 レスリング 吉田　千沙都 よしだ・ちさと 7 女
一志ジュニアレスリング教室
(津市立大三小学校　1年）

平成25年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
小学1・2年の部　24ｋｇ級

優勝 平成25年3月31日 東京都 第2条2号ア

47 自転車競技 高士　拓也 たかし・たくや 19 男 中央大学　2年
第68回国民体育大会　自転車競技

成年男子　4ｋｍ速度競争
優勝

平成25年10月2日
～

平成25年10月3日
東京都 第2条2号ア

48 ソフトテニス 五十部　真利亜 いそべ・まりあ 18 女 近畿大学工業高等専門学校 4年
第48回全国高等専門学校体育大会

ソフトテニス競技　女子個人
優勝

平成25年8月21日
～

平成25年8月22日
宮城県 第2条2号ア

49 相撲 向中野　真豪 むかいなかの・しんご 11 男 伊勢市立四郷小学校　5年
第26回全日本小学生相撲優勝大会

5年生の部
優勝 平成25年12月8日 東京都 第2条2号ア

50 相撲 角田　虎紀 かくだ・こうき 10 男 伊勢市立有緝小学校　4年
第26回全日本小学生相撲優勝大会

4年生以下の部
優勝 平成25年12月8日 東京都 第2条2号ア
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51 相撲 山本　和佳 やまもと・のどか 11 女
三重県相撲連盟

（津市立上野小学校 5年）
第16回全日本小学生女子相撲大会

5年生の部 45ｋｇ以上級
優勝 平成25年10月27日 兵庫県 第2条2号ア

52 柔道 石垣　直嗣 いしがき・なおつぐ 19 男 近畿大学工業高等専門学校 5年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子60kg級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア

53 柔道 内田　明邦 うちだ・あきくに 19 男 近畿大学工業高等専門学校 4年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子73ｋｇ級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア

54 柔道 前島　圭佑 まえじま・けいすけ 18 男 近畿大学工業高等専門学校 4年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子90kg級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア

55 柔道 田中　弘光 たなか・ひろみつ 18 男 近畿大学工業高等専門学校　4年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子90kg超級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア

56 柔道 加藤　公央 かとう・きみお 11 男 かわごえ柔塾
（四日市市立大矢知興譲小学校　5年）

第10回全国小学生学年別柔道大会
5年生男子　45ｋｇ級

優勝 平成25年8月25日 広島県 第2条2号ア

57 柔道 中村　美希 なかむら・みき 18 女 近畿大学工業高等専門学校　4年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　女子48ｋｇ級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア ※平成24年度

58 柔道 神谷　　直 かみたに・なお 17 女 近畿大学工業高等専門学校　4年
第48回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　女子52ｋｇ級
優勝 平成25年8月24日 宮城県 第2条2号ア

59 山岳 田嶋　瑞貴 たじま・みずき 13 男 津市立橋南中学校　1年
第16回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会

リード　男子　アンダーユースＢ
優勝

平成25年8月10日
～

平成25年8月12日
富山県 第2条2号ア

60 山岳 義村　　萌 よしむら・もえ 16 女 津東高校　2年
第68回国民体育大会　山岳競技

少年女子　リード
優勝

平成25年10月4日
～

平成25年10月6日
東京都 第2条2号ア

61 山岳 田嶋　あいか たじま・あいか 15 女 津市立橋南中学校　3年
第68回国民体育大会　山岳競技

少年女子　リード
優勝

平成25年10月4日
～

平成25年10月6日
東京都 第2条2号ア ※平成24年度

62 なぎなた 田中　康介 たなか・こうすけ 31 男
稲生クラブ

（あけぼの学園高校）
第13回全日本男子なぎなた選手権大会 優勝 平成25年12月7日 愛知県 第2条2号ア ※平成20年度

63 ボウリング 大倉　　寛 おおくら・ひろし 77 男
三重県ボウリング連盟

久居クラブ
第46回全日本シニアボウリング選手権大会

男子マスターズシニア部門
優勝

平成25年6月28日
～

平成25年6月30日
愛知県 第2条2号ア

64 ボウリング 飯田　　剛 いいだ・つよし 53 男
三重県ボウリング連盟

鈴鹿コンドルクラブ
（いいだ皮膚科・形成外科）

第12回アジアシニアボウリング選手権大会
男子シニア部門　シングルス

出場
平成25年11月14日

～
平成25年11月22日

オーストラリア 第2条2号ア

65 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 58 女
三重県ボウリング連盟

桑名クラブ
（冨桑商事(合)）

第12回アジアシニアボウリング選手権大会
女子シニア部門　フォープレイヤーズチーム

2位
平成25年11月14日

～
平成25年11月22日

オーストラリア 第2条3号イ ※平成21年度

66 日本拳法 倉田　　要 くらた・かなめ 10 男
日本拳法亀山会

（亀山市立神辺小学校 5年）
第31回全・日本拳法少年個人選手権大会

小学5年男子の部
優勝 平成25年9月15日 大阪府 第2条2号ア

67 日本拳法 曽野　　雅 その・みやび 8 女
日本拳法明和会

(伊勢市立小俣小学校 2年）
第31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25年9月15日 大阪府 第2条2号ア


