
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

松尾　大介 まつお　だいすけ 近畿大学工業高専

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 3位

愛敬彰太郎 あいきょう　しょうたろう 早稲田大学 《桑名高校》 400m 5位

成年女子 選手 大月菜穂子 おおつき　なほこ 京都教育大学 《桑名高校》 400m 8位

直江　航平 なおえ　こうへい 宇治山田商業高校 400m 3位

野村　智也 のむら　ともや 宇治山田商業高校
走幅跳
少男共通三段跳

2位
6位

下　　史典 しも　ふみのり 伊賀白鳳高校 5000m 7位

東浦　貫太 ひがしうら　かんた 宇治山田商業高校 ﾊﾝﾏｰ投 5位

少年男子B 選手 塩澤　稀夕 しおざわ　きせき 伊賀白鳳高校 3000m 7位

少年男子共通 選手 加藤健太郎 かとう　けんたろう 鈴鹿工業高専 走高跳 8位

少年女子A 選手 雪岡　野絵 ゆきおか　のえ 宇治山田高校 ﾊﾝﾏｰ投 2位

少年女子共通 選手 中林　麻奈 なかばやし まな 相可高校 棒高跳 7位

芝原　一平 しばはら　いっぺい 尾鷲高校

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》 平泳ぎ100m 6位

成年女子 選手 田尾優里香 たお　ゆりか 日本体育大学 《津田学園高校》 自由形100m 6位

少年男子A 選手 小林　祐馬 こばやし　ゆうま 海星高校 自由形400m 5位

少年男子B 選手 阪本　祐也 さかもと　ゆうや 大紀町立大宮中学校 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m 2位

池田　庸祐 いけだ　ようすけ 稲生高校

成年男子 選手 村上　和基 むらかみ かずき （公財）三重県体育協会
高飛込
飛板飛込

2位
4位

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 三井住友海上火災保険株式会社 《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

鈴木　保貴 すずき　やすたか 四日市工業高校

伊藤　大輔 いとう　だいすけ 相可高校

成年男子 選手 清水　大輔 しみず　だいすけ 中部電力㈱ 《津高校》 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 3位

監督 伊藤　貴明 いとう　たかあき 久居高校

北條　陽大 ほうじょう　ようだい 相好体操ｸﾗﾌﾞ

尾崎　亮介 おざき　りょうすけ 相好体操ｸﾗﾌﾞ

小泉　和照 こいずみ　かずあき 相好体操ｸﾗﾌﾞ

齋藤　　俊 さいとう　しゅん 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

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57kg級 1位

松尾　侑亮 まつお　ゆうすけ 専修大学 《いなべ総合学園高校》 ﾌﾘｰ74kg級 1位

濱口　祐志 はまぐち　ゆうし 九州共立大学 《鳥羽高校》 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ71kg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130kg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

山北　渓人 やまきた　けいと いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ50kg級 2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 1位

藤波　勇飛 ふじなみ ゆうひ いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ66kg級 1位

加藤　穂高 かとう　ほだか 朝明高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ96kg級 5位

石井　伸子 いしい　のぶこ 亀山高校

坂　　典泰 ばん　のりやす 四日市工業高校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
1位

山門　正宜 やまかど　まさのぶ 名古屋産業大学 《四日市中央工業高校》 85kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 6位

太田　悠斗 おおた　ゆうと 九州国際大学 《四日市工業高校》 94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 8位

伊丹玲於奈 いたみ れおな 四日市工業高校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
1位

栁川　友章 やながわ　ともあき 亀山高校
77kg級ｽﾅｯﾁ
77kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
4位

川村  正輝 かわむら　まさき 四日市工業高校
+105kg級ｽﾅｯﾁ
+105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

3位
3位
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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

平成26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 蛭川　健司 ひるかわ　けんじ 四日市商業高校

廣瀬亜希美 ひろせ　あきみ 四日市四郷高校

服部　沙紀 はっとり　さき 四日市四郷高校

永井　奈々 ながい　なな 四日市四郷高校

北岡　晏奈 きたおか　あんな 暁高校

山本　眞奈 やまもと　まな 暁高校

朝井　友香 あさい　ともか 暁高校

諏訪　朱音 すわ　あかね 暁高校

小林　千紗 こばやし　ちさ 四日市商業高校

よしはら　みほ 四日市商業高校

瀬口　　南 せぐち　みなみ 四日市商業高校

谷口　夕奈 たにぐち　ゆな 四日市商業高校

清水　真夏 しみず　まなつ 名張桔梗丘高校

監督兼
ﾒｶﾆｼｬﾝ

山崎　達生 やまさき　たつお スポルテック

松本　諒太 まつもと　りょうた 三重大学 ｹｲﾘﾝ 6位

高士　拓也 たかし たくや 中央大学 《朝明高校》 4km速度競走 3位

監督 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 1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 4位

下岡　将也 しもおか　しょうや 朝明高校 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 8位

監督 垂髪　隆一 うない　りゅういち 三重高校

西岡真里華 にしおか　まりか 三重高校

橋本　新菜 はしもと にいな 三重高校

森下　友貴 もりした　ゆき 三重高校

藤本奈津美 ふじもと　なつみ 三重高校

糸川　幸実 いとかわ　ゆきみ 三重高校

加藤　幸奈 かとう　ゆきな 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
ﾄｯﾌﾟｽｺｱ

6位
4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 3位

監督 石川　元司 いしかわ　もとし 水産高校

選手 滝田　　真 たきた　まこと 志摩高校 個人戦 5位

監督 栩原　　洋 とちはら　ひろし 松阪工業高校

和手慎太郎 わて　しんたろう 尾鷲高校

大澤　範晃 おおさわ　のりあき 伊勢学園高校

池川　泰暉 いけがわ　たいき 松阪工業高校

監督 葛原　誠二 くずはら　せいじ 津警察署

選手 澤　　幸照 さわ　ゆきてる 津警察署 CP30M 7位

監督 松尾　浩志 まつお　ひろし 稲生高校

渡部　桂太 わたべ　けいた KO-WALL三重

大井　将生 おおい　まさお 千葉県立幕張総合高校 《上野高校》

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 津高校

監督 鈴木　隆博 すずき たかひろ 鈴鹿ｺﾝﾄﾞﾙｸﾗﾌﾞ

坂倉　　凛 さかくら　りん 津田学園高校

谷原　美来 たにはら みらい 久居高校

監督 鈴木　啓二 すずき　けいじ 伊賀白鳳高校

選手 加藤　勇希 かとう　ゆうき 津田学園高校 個人戦 2位

相撲

選手

選手

ライフル射撃

選手

成年男子

ハンドボール

弓道

少年女子

馬術

選手

2位

1位

1位
2位

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ選手

少年男子

選手

2位

少年女子

3位

ﾘｰﾄﾞ
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

団体戦

選手

少年女子

成年男子

選手

成年男子

山岳

6位

少年女子

成年男子

近的
少年男子

少年男子ゴルフ

ボウリング

自転車競技

ソフトテニス

2


