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三重県体育協会
元理事

（ハンドボール協
会）

夏目　眞治 なつめ・しんじ 64 男 第2条第1号ｱ

功　績

 平成28年度（公財）三重県体育協会表彰被表彰者・被表彰チーム名簿

（表彰対象期間：H28.1.1～H28.12.31）

在任期間（年度）

体育功労者賞（表彰規程第２条第１号関係）

平成18年度から平成25年度での4期・8年を本協会理事として務め、本協会の運営に貢献された。
また、三重県ハンドボール協会理事長として、本県の競技力向上やスポーツの普及に多大な貢献をされ
た。

理事：平成18年度～平成25年度

 



№ 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 ボウリング 鈴木　隆博 すずき・たかひろ 66 男
日本

（三重県ボウリング連盟
鈴鹿コンドルクラブ）

第14回アジアシニアボウリング選手権大会
男子シニア部門　ダブルス戦

2位
平成28年11月22日

～
平成28年11月29日

韓国 第2条第3号イ
国際大会
3位以内入賞

2 ボウリング 飯田　　剛 いいだ・つよし 56 男
日本

（三重県ボウリング連盟
鈴鹿コンドルクラブ）

第14回アジアシニアボウリング選手権大会
男子シニア部門　シングルス戦

3位
平成28年11月22日

～
平成28年11月29日

韓国 第2条第3号イ
国際大会
3位以内入賞

3 レスリング 藤田　雄大 ふじた・ゆうだい 20 男 青山学院大学　2年
平成28年度全日本学生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28年8月25日
～

平成28年8月28日
大阪府 第2条3号ア 3年連続

4 レスリング 向田　旭登 むかいだ・あきと 12 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立泊山小学校　6年)

第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
6年生の部　34kg級

優勝
平成28年3月5日

～
平成28年3月6日

東京都 第2条3号ア 3年連続

5 レスリング 山本　和佳 やまもと・のどか 13 女
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志中学校　2年)

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　70kg級
優勝

平成28年6月11日
～

平成28年6月12日
茨城県 第2条3号ア 3年連続

6 レスリング 中西　美結 なかにし・みゆ 13 女 一志ジュニアレスリング教室
(松阪市立西中学校　2年)

平成28年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
中学生の部　34kg級

優勝 平成28年4月3日 東京都 第2条3号ア 3年連続

7 レスリング 森川　晴凪 もりかわ・はるな 11 女 一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志西小学校　5年)

第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子5年生の部　40kg級

優勝
平成28年3月5日

～
平成28年3月6日

東京都 第2条3号ア 3年連続

8 レスリング 吉田七名海 よしだ・ななみ 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28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3・4年の部　22kg級
優勝 平成28年4月3日 東京都 第2条3号ア 3年連続

9 レスリング 小川　凜佳 おがわ・りんか 9 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　4年)

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
平成28年7月22日

～
平成28年7月24日

東京都 第2条3号ア 3年連続

10 ウエイトリフティング 石井　未来 いしい・みく 18 女 東京国際大学　1年
平成28年度

第17回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会
63kg級　スナッチ・トータル

優勝
平成28年12月23日

～
平成28年12月25日

埼玉県 第2条3号ア 3年連続

11 ウエイトリフティング 栁川　友章 やながわ・ともあき 17 男 亀山高校　2年
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

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

12 ソフトテニス 内田　理久 うちだ・りく 18 男 三重高校　3年
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

平成28年9月17日
～

平成28年9月18日
広島県 第2条3号ア 3年連続

13 卓球 前出　陸杜 まえで・りくと 11 男 日本
(松生TTC）

第25回東アジアホープス卓球大会
男子団体

2位
平成28年8月27日

～
平成28年8月28日

中国 第2条3号イ 国際大会
3位以内入賞

14 フェンシング 鈴木　一平 すずき・いっぺい 23 男
日本

（三重テレビ放送(株)）
2016アジアU-23フェンシング選手権

男子フルーレ団体
3位

平成28年10月24日
～

平成28年10月30日
東京都 第2条3号イ

国際大会
3位以内入賞

15 空手道 舟田　　葵 ふなだ・あおい 15 男 日本
（津市立朝陽中学校　3年）

第15回アジアジュニア＆カデット、
U-21空手道選手権大会

カデットの部　男子個人形
優勝

平成28年11月25日
～

平成28年11月27日
インドネシア 第2条3号イ 国際大会

3位以内入賞

特別優秀選手賞（表彰規程第2条第3号関係）

 


