
№ 競技名 名前 ふりがな
年
齢

性
別

所　属 大　会　名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 ウエイトリフティング 石井　伸子 いしい・のぶこ 43 女 亀山高校 平成27年度第31回全国高等学校
ウエイトリフティング競技選抜大会　男子77kg級

優勝者
の監督

平成28年3月25日
～

平成28年3月28日
石川県 第2条3号ア 3年連続

特別優秀選手　栁川選手の監督

特 別 優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第3号関係）
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年
齢

性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 水泳 芝原　一平 しばはら・いっぺい 47 男 尾鷲高校
第71回国民体育大会

水泳競技　競泳　少年男子B
平泳ぎ100m

優勝者
の監督

平成28年9月9日
～

平成28年9月11日
岩手県 第2条2号ア 優秀選手　谷口選手の監督

2 水泳 八田　知宏 はった・ともひろ 35 男 津田学園高校
第71回国民体育大会

水泳競技　競泳　少年男子B
平泳ぎ100m

優勝者
の監督

平成28年9月9日
～

平成28年9月11日
岩手県 第2条2号ア 優秀選手　谷口選手の監督

3 水泳 中井　克樹 なかい・かつき 25 男 大紀スイミングクラブ
第38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

競泳競技　15～16歳　男子　100m・200m　バタフライ
優勝者
の監督

平成28年3月27日
～

平成28年3月30日
東京都 第2条2号ア 優秀選手　阪本選手の監督

4 水泳 鈴木　美保 すずき・みほ 40 女 日本
（みえシンクロ）

チェコクリスマスプライズ2016
ソロ・デュエット

国際大会入
賞者の監督

平成28年12月2日
～

平成28年12月4日
チェコ 第2条2号イ 優秀選手　野呂選手の監督

5 セーリング 伊藤　秀郎 いとう・ひでお 31 男 津工業高校 第2回全日本 U17 420級選手権大会
優勝者
の監督

平成28年12月23日
～

平成28年12月25日
東京都 第2条2号ア 優秀選手　伊藤選手・谷口選手の監督

6 カヌー 濱口　洋輔 はまぐち・ようすけ 29 男 四日市カヌークラブ
（桑名西高校）

文部科学大臣杯
平成28年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会

女子カナディアンシングル500m・200m

優勝者
の監督

平成28年8月17日
～

平成28年8月22日
山梨県 第2条2号ア 優秀選手　日沖選手の監督

7 陸上競技 川北　淳也 かわきた・じゅんや 24 男 津市立一身田中学校
第43回全日本中学校陸上競技選手権大会

男子走幅跳
優勝者
の監督

平成28年8月21日
～

平成28年8月24日
長野県 第2条2号ア 優秀選手　藤本選手の監督

8 体操 山崎　和俊 やまざき・かずとし 35 男 高田高校
第31回全国高等学校新体操選抜大会

男子　個人総合・スティック・リング・ロープ・クラブ
優勝者
の監督

平成28年3月19日
～

平成28年3月21日
長野県 第2条2号ア 優秀選手　堀選手の監督

9 体操 齊藤　　俊 さいとう・しゅん 30 男 暁高校
平成28年度全国高等学校総合体育大会

体操競技　男子　跳馬
優勝者
の監督

平成28年8月2日
～

平成28年8月5日
島根県 第2条2号ア 優秀選手　首藤選手の監督

10 体操 武内　祐樹 たけうち・ゆうき 27 男 相好体操クラブ
第55回NHK杯体操

男子　跳馬
優勝者
の監督

平成28年5月4日
～

平成28年5月5日
東京都 第2条2号ア 優秀選手　小倉選手の監督

11 レスリング 宇野　勝彦 うの・かつひこ 64 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
平成28年度第33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
優勝者
の監督

平成28年7月22日
～

平成28年7月24日
東京都 第2条2号ア 特別優秀選手　小川選手の監督

12 レスリング 奥野　竜司 おくの・りゅうじ 51 男 一志ジュニアレスリング教室
平成28年度

第42回全国中学生レスリング選手権大会
女子の部　62kg級

優勝者
の監督

平成28年6月11日
～

平成28年6月12日
茨城県 第2条2号ア 優秀選手　中井選手の監督

※平成21年度

13 レスリング 藤波　俊一 ふじなみ・としかず 51 男 いなべ総合学園高校
JOCジュニアオリンピックカップ大会

2016年度全日本ジュニアレスリング選手権大会
男子カデットの部　フリースタイル63㎏級

優勝者
の監督

平成28年4月23日
～

平成28年4月24日
神奈川県 第2条2号ア 優秀選手　基山選手の監督

14 レスリング 弓矢　完二 ゆみや・かんじ 40 男 いなべレスリングクラブ
平成28年度

第42回全国中学生レスリング選手権大会
男子の部　42kg級

優勝者
の監督

平成28年6月11日
～

平成28年6月12日
茨城県 第2条2号ア 優秀選手　弓矢選手の監督

※平成26年度

15 レスリング 箕浦　健太 みのうら・けんた 26 男 久居高校
平成28年度全国高等学校総合体育大会

レスリング競技　女子の部　52㎏級
優勝者
の監督

平成28年8月3日
～

平成28年8月4日
広島県 第2条2号ア 優秀選手　奥野選手の監督

※平成27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



16 ウエイトリフティング 宮﨑　彰也 みやざき・あきなり 52 男 四日市工業高校
第71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28年10月1日
～

平成28年10月5日
岩手県 第2条3号ア

特別優秀選手　栁川選手、
優秀選手　太田選手・横山選手の監督
※平成25年度

17 ソフトテニス 筒井　純一 つつい・じゅんいち 54 男 津ジュニアクラブ
第33回全日本小学生ソフトテニス選手権大会

男子ダブルス
優勝者
の監督

平成28年7月28日
～

平成28年7月31日
山形県 第2条2号ア 優秀選手　團野選手・菊山選手の監督

18 ソフトテニス 玉川　裕司 たまがわ・ゆうし 29 男 三重高校
JOCジュニアオリンピックカップ大会
第23回全日本ジュニア選手権大会

U-20男子シングルス

優勝者
の監督

平成28年9月17日
～

平成28年9月18日
広島県 第2条2号ア 特別優秀選手　内田選手の監督

19 ソフトテニス 神崎ひとみ かんざき・ひとみ 50 女 三重高クラブ
第15回全国小学生ソフトテニス大会

ダブルス男子4年生以下の部
優勝者
の監督

平成28年3月29日
～

平成28年3月31日
千葉県 第2条2号ア 優秀選手　青木選手・森選手の監督

20 柔道 辻本　　修 つじもと・おさむ 55 男 近畿大学工業高専
第51回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子73ｋｇ級
優勝者
の監督

平成28年8月27日
～

平成28年8月28日
石川県 第2条2号ア 優秀選手　川西選手の監督

※平成23年度


