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1 水泳 村上　和基 むらかみ・かずき 25 男
ＪＳＳ白子

（(公財)三重県体育協会）
第17回アジア競技大会
飛込競技　男子高飛込

出場
平成26年9月29日

～
平成26年10月3日

韓国 第2条2号イ

2 陸上競技 小林　雄一 こばやし・ゆういち 25 男
日本

（ＮＴＮ㈱）
第1回世界リレー選手権大会
陸上競技　男子4×200ｍＲ

出場 平成26年5月24日 バハマ 第2条2号イ

3 陸上競技
エドワード・
ワウエル

えどわーど・
わうえる

24 男 ＮＴＮ㈱
第58回全日本実業団対抗駅伝競走大会

陸上競技　男子　第2区
優勝 平成26年1月1日 群馬県 第2条2号ア

4 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 23 男
日本

（筑波大学大学院　1年）
第17回アジア競技大会

陸上競技　男子　走高跳
出場 平成26年9月29日 韓国 第2条2号イ

※平成21年度
第98回日本陸上競技選手
権大会優勝

5 陸上競技 中村　匠吾 なかむら・しょうご 22 男
日本

（駒沢大学　4年）
第21回世界ハーフマラソン

男子　ハーフマラソン
出場 平成26年3月29日 デンマーク 第2条2号イ ※平成25年度

6 陸上競技 諏訪　達郎 すわ・たつろう 20 男 中央大学　2年
第83回日本学生陸上競技対校選手権大会

男子　4×100ｍＲ
優勝 平成26年9月6日 埼玉県 第2条2号ア

7 陸上競技 愛敬彰太郎 あいきょう・しょうたろう 20 男 早稲田大学　2年
第98回日本陸上競技選手権リレー競技大会

男子4×400ｍＲ
優勝 平成26年11月2日 神奈川県 第2条2号ア

8 陸上競技 下　　史典 しも・ふみのり 18 男 伊賀白鳳高校　3年
男子第65回全国高等学校駅伝競走大会

男子　第1区
優勝 平成26年12月21日 京都府 第2条2号ア

9 陸上競技 外岡　拓磨 とのおか・たくま 18 男 伊賀白鳳高校　3年
男子第65回全国高等学校駅伝競走大会

男子　第5区
優勝 平成26年12月21日 京都府 第2条2号ア

10 陸上競技 加藤健太郎 かとう・けんたろう 18 男 鈴鹿工業高等専門学校　3年
第49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26年8月21日 高知県 第2条2号ア

11 陸上競技 直江　航平 なおえ・こうへい 17 男 宇治山田商業高校　2年
第8回日本ユース陸上競技選手権大会

男子　400ｍ
優勝 平成26年10月3日 愛知県 第2条2号ア

12 陸上競技 高島　由香 たかしま・ゆか 26 女 デンソー
第34回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会

陸上競技　第3区
優勝 平成26年12月14日 宮城県 第2条2号ア

13 陸上競技 坂倉　杏奈 さかくら・あんな 20 女 鹿屋体育大学　1年
第30回日本ジュニア陸上競技選手権大会

女子　やり投
優勝 平成26年10月3日 愛知県 第2条2号ア

14 陸上競技 山添玲央菜 やまぞえ・れおな 17 女 近畿大学工業高等専門学校　3年
第49回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　女子　走幅跳
優勝 平成26年8月21日 高知県 第2条2号ア

15 陸上競技 濵田　恵里奈 はまだ・えりな 18 女 松阪商業高校　2年
第8回日本ユース陸上競技選手権大会

女子　ハンマー投
優勝 平成26年10月3日 愛知県 第2条2号ア

16 陸上競技 須川　真衣 すがわ・まい 12 女 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 平成26年8月23日 神奈川県 第2条2号ア

17 テニス 山村　豊彦 やまむら・とよひこ 47 男 みさとテニスクラブ
第76回テイジン全日本ベテランテニス選手権’14

男子45歳以上シングルス
優勝

平成26年9月27日
～

平成26年10月8日
愛知県 第2条2号ア

優 秀 選 手 賞（表彰規程第2条第2号関係） ※＝特別優秀選手受賞済者
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18 テニス 山佐　　輝 やまさ・ひかる 17 男 四日市工業高校　3年
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

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

19 テニス 島袋　　将 しまぶくろ・しょう 17 男 四日市工業高校　2年
ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

第35回全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会
男子シングルス

優勝
平成26年12月11日

～
平成26年12月14日

兵庫県 第2条2号ア
全国高等学校総合体育大
会優勝

20 テニス 藤本三佐代 ふじもと・みさよ 51 女 チアーズ
第76回テイジン全日本ベテランテニス選手権’14

女子50歳以上ダブルス
優勝

平成26年9月27日
～

平成26年10月8日
愛知県 第2条2号ア

21 レスリング 河野　隆太 こうの・りゅうた 27 男 鈴鹿国際大学
2014年全国社会人オープン選手権大会

男子の部　グレコローマンスタイル130ｋｇ級
優勝 平成26年11月22日 神奈川県 第2条2号ア

22 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 21 男 山梨学院大学　3年
明治杯平成26年度全日本選抜レスリング選手権大会

男子フリースタイル　57ｋｇ級
優勝

平成26年6月14日
～

平成26年6月15日
東京都 第2条2号ア ※平成21年度

2014世界選手権出場　他

23 レスリング 松尾　侑亮 まつお・ゆうすけ 18 男 専修大学　1年
第69回国民体育大会

レスリング競技　成年男子フリースタイル74ｋｇ級
優勝

平成26年10月12日
～

平成26年10月16日
長崎県 第2条2号ア

24 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 18 男
日本

（いなべ総合学園高校　3年）
2014年アジア・ジュニア選手権大会

レスリング競技　男子フリースタイル　66ｋｇ級
2位

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

※平成21年度
全国高校選抜大会優勝
他

25 レスリング 藤田　雄大 ふじた・ゆうだい 17 男 いなべ総合学園高校　2年
第57回全国高等学校選抜レスリング大会

男子フリースタイル　55ｋｇ級
優勝

平成26年3月28日
～

平成26年3月29日
新潟県 第2条2号ア

26 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 15 男
四日市市立内部中学校　3年

（四日市ジュニアレスリングクラブ）

平成26年度第5回東京都知事杯
全国中学選抜レスリング選手権大会

男子の部　59ｋｇ級
優勝

平成26年11月23日
～

平成26年11月24日
東京都 第2条2号ア ※平成19年度

27 レスリング 宇戸平莞爾 うどひら・かんじ 13 男
津市立久居中学校　1年

（一志ジュニアレスリング教室）

平成26年度第5回東京都知事杯
全国中学選抜レスリング選手権大会

男子の部　35ｋｇ級
優勝

平成26年11月23日
～

平成26年11月24日
東京都 第2条2号ア

28 レスリング 弓矢　暖人 ゆみや・はると 13 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立石槫小学校　6年）
第18回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

小学6年の部　39ｋｇ級
優勝

平成26年3月8日
～

平成26年3月9日
東京都 第2条2号ア

29 レスリング 山口　太一 やまぐち・たいち 12 男
鳥羽ジュニアレスリングクラブ
（鳥羽市立鳥羽小学校　6年）

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
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
全国少年少女選抜レスリン
グ選手権大会　優勝

30 レスリング 太田　匠海 おおた・たくみ 12 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　6年）

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　50ｋｇ級

優勝
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
全国少年少女選抜レスリン
グ選手権大会　優勝

31 レスリング 工藤　大知 くどう・だいち 11 男
一志ジュニアレスリング教室

（津市立一志西小学校　4年）
第18回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

小学4年の部　45ｋｇ級
優勝

平成26年3月8日
～

平成26年3月9日
東京都 第2条2号ア

32 レスリング 山際　航平 やまぎわ・こうへい 11 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　6年）
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

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

※平成24年度
全国少年少女選抜レスリ
ング選手権大会　優勝

33 レスリング 向田　旭登 むかいだ・あきと 10 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立泊小学校　4年）

第18回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
小学4年の部　26ｋｇ級

優勝
平成26年3月8日

～
平成26年3月9日

東京都 第2条2号ア

34 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 20 女
日本

（至学館大学　2年）
2014世界レスリング選手権大会

女子69ｋｇ級
2位

平成26年9月10日
～

平成26年9月12日
ウズベキスタン 第2条3号イ

※平成18年度
2014ｱｼﾞｱﾚｽﾘﾝｸﾞ選手権
大会優勝　他

35 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 17 女
ＪＯＣエリートアカデミー
（安部学院高校　2年）

2014ユース・オリンピックレスリング競技会
女子52ｋｇ級

優勝 平成26年8月26日 中国 第2条3号イ ※平成20年度
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36 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 15 女
日本

（久居高校　1年）
2014世界カデットレスリング選手権大会

女子の部　52ｋｇ級
3位

平成26年7月17日
～

平成26年7月18日
スロバキア 第2条3号イ

※平成20年度
全国高等学校総合体育大
会優勝　他

37 レスリング 稲垣　柚香 いながき・ゆずか 13 女
津市立一志中学校　1年

（一志ジュニアレスリング教室）

平成26年度
第40回全国中学生レスリング選手権大会

女子の部　37ｋｇ級
優勝

平成26年6月7日
～

平成26年6月8日
茨城県 第2条2号ア

※平成25年度
全国少年少女選抜レスリ
ング選手権大会　優勝

38 レスリング 山本　和佳 やまもと・のどか 12 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立上野小学校　6年）

平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　6年生　+45ｋｇ級

優勝
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
全国少年少女選抜レスリン
グ選手権大会　優勝

39 レスリング 中西　美結 なかにし・みゆ 11 女
一志ジュニアレスリング教室

（松阪市立伊勢寺小学校　6年）
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　6年生　29ｋｇ級
優勝

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

全日本女子オープンレスリ
ング選手権　優勝

40 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 11 女
いなべレスリングクラブ

（四日市市立下野小学校　5年）
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　5年生　33ｋｇ級
優勝

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

※平成25年度
全国少年少女選抜レスリ
ング選手権大会　優勝

41 レスリング 弓矢　紗希 ゆみや・さき 10 女
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立石槫小学校　4年）
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　4年生　24ｋｇ級
優勝

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

42 レスリング 森川　晴凪 もりかわ・はるな 10 女
一志ジュニアレスリング教室

（津市立一志西小学校　4年）
平成26年度第31回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　4年生　28ｋｇ級
優勝

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

43 レスリング 吉田　千沙都 よしだ・ちさと 8 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立大三小学校　2年）

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　25ｋｇ級

優勝
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

44 レスリング 吉田　七名海 よしだ・ななみ 8 女
一志ジュニアレスリング教室

（津市立一志西小学校　2年）
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

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

45 レスリング 小川　凜佳 おがわ・りんか 8 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立日永小学校　2年）

平成26年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会
小学生の部　1・2年　21ｋｇ級

優勝 平成26年4月6日 東京都 第2条2号ア

46 ウエイトリフティング 坂　　典泰 ばん・のりやす 26 男
みえバーベルクラブ
（四日市工業高校）

内閣総理大臣杯
第51回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会

69ｋｇ級
優勝 平成26年11月22日 和歌山県 第2条2号ア

※平成25年度
第69回国民体育大会
優勝

47 ウエイトリフティング 伊丹玲於奈 いたみ・れおな 17 男 四日市工業高校　3年
第69回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　少年男子
62ｋｇ級　スナッチ　クリーン＆ジャーク

優勝 平成26年10月15日 長崎県 第2条2号ア ※平成25年度

48 ウエイトリフティング 栁川　友章 やながわ・ともあき 16 男 亀山高校　1年
第69回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　少年男子
77ｋｇ級　スナッチ

優勝 平成26年10月16日 長崎県 第2条2号ア

49 ウエイトリフティング 横山太偉雅 よこやま・たいが 15 男 鈴鹿市立大木中学校　3年
平成26年度　第28回全国男子中学生

ウエイトリフティング競技選手権大会　+94ｋｇ級
優勝 平成26年8月22日 岐阜県 第2条2号ア

50 ウエイトリフティング 高林　拓斗 たかばやし・ひろと 14 男 鈴鹿市立創徳中学校　3年
平成26年度　第28回全国男子中学生

ウエイトリフティング競技選手権大会　50ｋｇ級
優勝 平成26年8月22日 岐阜県 第2条2号ア

51 ウエイトリフティング 増田　竜星 ますだ・りゅうせい 13 男 鈴鹿市立白鳥中学校　2年
平成26年度　第28回全国男子中学生

ウエイトリフティング競技選手権大会　69ｋｇ級
優勝 平成26年8月22日 岐阜県 第2条2号ア

52 ウエイトリフティング 石井　未来 いしい・みく 15 女 亀山高校　1年
平成25年度　第29回全国高等学校

ウエイトリフティング競技選抜大会　女子69ｋｇ級
優勝 平成26年3月28日 石川県 第2条2号ア
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53 ハンドボール 加藤　夕貴 かとう・ゆき 22 女
日本

（三重バイオレットアイリス）
第22回世界学生ハンドボール選手権大会 出場

平成26年8月3日
～

平成26年8月10日
ポルトガル 第2条2号イ

54 ハンドボール 多田　仁美 ただ・ひとみ 22 女
日本

（三重バイオレットアイリス）
第22回世界学生ハンドボール選手権大会 出場

平成26年8月3日
～

平成26年8月10日
ポルトガル 第2条2号イ

55 ハンドボール 岩見　佳音 いわみ・かのん 18 女
日本

（三重バイオレットアイリス）
第5回女子ユース世界選手権大会

ハンドボール競技
出場

平成26年7月20日
～

平成26年8月3日
マケドニア 第2条2号イ

56 ソフトテニス 内田　理久 うちだ・りく 16 男 三重高校　1年
第9回ジュニアジャパンカップ

ソフトテニス競技　U-17男子ダブルス
優勝

平家26年11月14日
～

平成26年11月17日
宮崎県 第2条2号ア

57 ソフトテニス 西岡真里華 にしおか・まりか 18 女 三重高校　3年
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

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

58 ソフトテニス 橋本　新菜 はしもと・にいな 18 女 三重高校　3年
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

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

59 ソフトテニス 大貫　　彩 おおぬき・さやか 16 女 三重高校　1年
第9回ジュニアジャパンカップ

ソフトテニス競技　U-17女子ダブルス
優勝

平成26年11月14日
～

平成26年11月17日
宮崎県 第2条2号ア

60 ソフトテニス 下地　真未 しもじ・まなみ 14 女 紀宝町立矢渕中学校　2年
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 平成26年3月27日 三重県 第2条2号ア

61 ソフトテニス 土井あんず どい・あんず 14 女 紀宝町立矢渕中学校　2年
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 平成26年3月27日 三重県 第2条2号ア

62 相撲 向中野真豪 むかいなかの・しんご 12 男
三重県相撲連盟

（伊勢市四郷小学校　6年）
第27回全日本小学生相撲優勝大会

6年生の部
優勝 平成26年12月7日 東京都 第2条2号ア

63 相撲 寺本　　鈴 てらもと・りん 11 女
津相撲クラブ

（四日市市立富田小学校　6年）
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 平成26年10月26日 鳥取県 第2条2号ア ※平成25年度

64 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 20 男
日本

（日本大学　2年）
第17回アジア競技大会

フェンシング競技　エペ団体
2位

平成26年9月19日
～

平成26年10月4日
韓国 第2条3号イ ※平成25年度

65 フェンシング 柏木　慈理 かしわぎ・じり 14 男
日本

（三重中学校　3年）
2014フェンシングカデ欧州サーキットブルガリア大会

サーブル
出場

平成26年11月8日
～

平成26年11月9日
ブルガリア 第2条2号イ

66 フェンシング 山田あゆみ やまだ・あゆみ 22 女
日本

（日本大学　4年）
第17回アジア競技大会

フェンシング競技　エペ団体
3位

平成26年9月19日
～

平成26年10月4日
韓国 第2条3号イ ※平成25年度

67 柔道 内田　明邦 うちだ・あきくに 20 男 近畿大学工業高等専門学校　5年
第49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26年8月30日 愛媛県 第2条2号ア

68 柔道 田中　弘光 たなか・ひろみつ 19 男 近畿大学工業高等専門学校　5年
第49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26年8月30日 愛媛県 第2条2号ア

69 柔道 中村　美希 なかむら・みき 19 女 近畿大学工業高等専門学校　5年
第49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26年8月30日 愛媛県 第2条2号ア ※平成24年度
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70 柔道 中村　　心 なかむら・しん 12 男
さざれ道場

（員弁郡東員町立神田小学校　6年）
平成26年度第11回全国小学生学年別柔道大会

小学6年生男子50ｋｇ超級
優勝 平成26年8月17日 岩手県 第2条2号ア

71 山岳 田嶋　瑞貴 たじま・みずき 14 男
日本

（津市立橋南中学校　2年）
ＩＦＳＣ世界ユース選手権ニューカレドニア

クライミング競技　ユースＢ　リード
出場

平成26年9月19日
～

平成26年9月23日
ニューカレドニア 第2条2号イ

72 山岳 田嶋あいか たじま・あいか 16 女
日本

（津高校　1年）
ＩＦＳＣワールドカップ　韓国木浦大会

クライミング競技　リード
出場

平成26年10月11日
～

平成26年10月12日
韓国 第2条2号イ

※平成24年度
第69回国民体育大会　優
勝

73 カヌー 樋口　周平 ひぐち・しゅうへい 17 男 桑名西高校　3年
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
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

74 なぎなた 田中　康介 たなか・こうすけ 32 男 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 平成26年12月6日 愛知県 第2条2号ア ※平成19年度

75 なぎなた 藤田　智也 ふじた・ともや 21 男 愛知淑徳大学　4年
第53回全日本学生なぎなた選手権大会

公開競技　男子個人の部
優勝

平成26年8月9日
～

平成26年8月10日
山口県 第2条2号ア

76 ボウリング 吉田　健大 よしだ・けんた 21 男
日本

（名古屋産業大学　3年）
第13回世界ユースボウリング選手権大会

男子4人チーム戦
3位

平成26年8月6日
～

平成26年8月15日
中国香港 第2条3号イ

※平成25年度
第52回全日本大学ボウリ
ング選手権大会　優勝

77 ボウリング 吉川　朋子 よしかわ・ともこ 61 女
日本

（三重県ボウリング連盟
鈴鹿コンドルクラブ）

第13回アジアシニア選手権大会
女子グランドシニア部門　フォープレーヤーズチーム

優勝
平成26年11月25日

～
平成26年12月3日

フィリピン 第2条3号イ ※平成25年度

78 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 59 女
日本

（三重県ボウリング連盟
桑名クラブ）

第13回アジアシニア選手権大会
女子シニア部門　ダブルス

3位
平成26年11月25日

～
平成26年12月3日

フィリピン 第2条3号イ ※平成21年度

79 ボウリング 谷原　美来 たにはら・みらい 18 女 久居高校　3年
第47回全日本新人ボウリング選手権大会

少年女子の部　個人戦
優勝

平成26年10月24日
～

平成26年10月26日
山形県 第2条2号ア

80 日本拳法 別所　竜守 べっしょ・りょうま 15 男
津日本拳法会

（津市立一身田中学校　3年）
第32回全・日本拳法少年個人選手権大会

中学3年男子の部
優勝 平成26年9月14日 大阪府 第2条2号ア


