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1 レスリング 弓矢　完二 ゆみや・かんじ 39 男 いなべレスリングクラブ 平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会
優勝者
の監督

平成26年7月25日
～

平成26年7月27日
東京都 第2条3号ア

3年連続
優秀選手　弓矢選手他の監督
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1 水泳 中井　克樹 なかい・かつき 24 男 大紀スイミングクラブ
第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ

春季水泳競技大会
男子13～14歳　50ｍ、100ｍ、200ｍバタフライ

優勝者
の監督

平成26年3月27日
～

平成26年3月30日
東京都 第2条2号ア 特別優秀選手 阪本選手の監督

2 陸上競技 東　　宏明 あずま・ひろあき 42 男 一志Beast
第30回全国小学生陸上競技交流大会

女子6年　100ｍ
優勝者
の監督

平成26年8月23日 神奈川県 第2条2号ア 優秀選手　須川選手の監督

3 テニス 徳丸　真史 とくまる・まさし 36 男 四日市工業高校
平成26年度全国高等学校総合体育大会

テニス競技　男子ダブルス
優勝者
の監督

平成26年8月2日
～

平成26年8月8日
東京都 第2条2号ア 優秀選手　山佐選手・島袋選手の監督

4 レスリング 井阪　二郎 いさか・じろう 59 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部6年生　28ｋｇ級
優勝者
の監督

平成26年7月25日
～

平成26年7月27日
東京都 第2条2号ア

優秀選手　山際選手の監督
※平成19年度

5 レスリング 奥野　竜司 おくの・りゅうじ 50 男 一志ジュニアレスリング教室
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部2年生　20ｋｇ級
優勝者
の監督

平成26年7月25日
～

平成26年7月27日
東京都 第2条2号ア

優秀選手　吉田選手他の監督
※平成21年度

6 レスリング 藤波　俊一 ふじなみ・としかず 50 男 いなべ総合学園高校
2014年アジア・ジュニアレスリング選手権大会

男子フリースタイル　66ｋｇ級
国際大会入
賞者の監督

平成26年6月5日
～

平成26年6月8日
モンゴル 第2条3号イ

優秀選手　藤波選手の監督
※平成21年度

7 レスリング 中村　吉元 なかむら・よしもと 40 男 鳥羽ジュニアレスリングクラブ
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部6年生　36ｋｇ級
優勝者
の監督

平成26年7月25日
～

平成26年7月27日
東京都 第2条2号ア

優秀選手　山口選手の監督
※平成19年度

8 レスリング 箕浦　健太 みのうら・けんた 24 男 久居高校
平成26年度全国高等学校総合体育大会

レスリング競技　女子　52ｋｇ級
優勝者
の監督

平成26年8月4日
～

平成26年8月5日
神奈川県 第2条2号ア 優秀選手　奥野選手の監督

9 ウエイトリフティング 石井　伸子 いしい・のぶこ 41 女 亀山高校
第69回国民体育大会　ウエイトリフティング競技

成年男子　少年男子
優勝者
の監督

平成26年10月13日 長崎県 第2条2号ア 優秀選手　坂選手・伊丹選手・柳川選手の監督

10 ソフトテニス 垂髪　隆一 うない・りゅういち 63 男 三重高校
平成26年度全国高等学校総合体育大会

ソフトテニス競技　女子個人戦
優勝者
の監督

平成26年7月27日
～

平成26年7月28日
千葉県 第2条2号ア 優秀選手　西岡選手・橋本選手の監督

11 ソフトテニス 三木　充史 みき・みつひと 46 男 尾鷲市立尾鷲中学校
平成25年度第25回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会

女子個人戦（ダブルス）
優勝者
の監督

平成26年3月27日 三重県 第2条2号ア 優秀選手　下地選手土井選手の監督

12 相撲 椿本　治夫 つばきもと・はるお 62 男 津相撲クラブ
第17回全日本小学生女子相撲大会

6年生50ｋｇ以上60ｋｇ未満級
優勝者
の監督

平成26年10月26日 鳥取県 第2条2号ア 優秀選手　寺本選手の監督

13 相撲 角田　重樹 かくだ・しげき 47 男 三重県相撲連盟
第27回全日本小学生相撲優勝大会

6年生の部
優勝者
の監督

平成26年12月7日 東京都 第2条2号ア
優秀選手　向中野選手の監督
※平成25年度

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）　



14 柔道 三好　紀孝 みよし・のりたか 44 男 近畿大学工業高等専門学校 第49回全国高等専門学校体育大会　柔道競技
優勝者
の監督

平成26年8月30日 愛媛県 第2条2号ア 優秀選手　内田選手他の監督

15 柔道 森部　幸泰 もりべ・ゆきやす 43 男 さざれ道場
平成26年度第11回全国小学生学年別柔道大会

6年生男子50ｋｇ超級
優勝者
の監督

平成26年8月17日 岩手県 第2条2号ア 優秀選手　中村選手の監督

16 カヌー 濱口　洋輔 はまぐち・ようすけ 27 男 桑名西高校
平成26年度全国高等学校総合体育大会
カヌー競技　カナディアンシングル200ｍ

優勝者
の監督

平成26年8月6日
～

平成26年8月10日
山梨県 第2条2号ア 優秀選手 樋口選手の監督

17 なぎなた 中島　由美子 なかじま・ゆみこ 33 女 三重県なぎなた連盟
第14回全日本男子なぎなた選手権大会

試合競技
優勝者
の監督

平成26年12月6日 愛知県 第2条2号ア 優秀選手　田中選手の監督


