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1 水泳 角野　友紀 かどの・ゆうき 25 男
日本

（(株)オフィス921）
第31回オリンピック競技大会

水泳　水球　男子
出場

平成28年8月6日
～

平成28年8月20日
ブラジル 第2条2号イ

2 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 16 男
三重高校　1年

(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

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

※平成26年度
ジュニアパンパシフィック
大会　2位

3 水泳 谷口　　卓 たにぐち・たく 14 男 四日市市立三滝中学校　3年
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
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
平成28年度全国中学校
体育大会　第56回全国中
学校水泳競技大会　優勝

4 水泳 野呂さくら のろ・さくら 14 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
優勝

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

5 セーリング 南里　研二 なんり・けんじ 24 男 (公財)三重県体育協会
第71回国民体育大会

セーリング競技　成年男子　レーザー級
優勝

平成28年10月2日
～

平成28年10月5日
岩手県 第2条2号ア

6 セーリング 伊藤　百矢 いとう・ももや 16 男 津工業高校　2年 第2回全日本 U17 420級選手権大会 優勝
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

7 セーリング 谷口　龍帆 たにぐち・りゅうほ 16 男 津工業高校　2年 第2回全日本 U17 420級選手権大会 優勝
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

8 カヌー 大城　海輝 おおしろ・かいき 23 男
四日市カヌークラブ

（(公財)三重県体育協会）
平成28年度日本カヌースプリント選手権大会

男子　カナディアンシングル500m
優勝

平成28年9月8日
～

平成28年9月12日
石川県 第2条2号ア

9 カヌー 日沖　　悠 ひおき・ゆう 13 女
四日市カヌークラブ

（四日市市立西朝明中学校　2年）

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

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

JOCジュニアオリンピックカッ
プ・平成28年度全国中学生
カヌー大会　優勝、第12回カ
ヌースプリントジュニア・ジュニ
アユース小松大会　優勝

10 ボウリング 吉川　朋子 よしかわ・ともこ 63 女
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
女子シニア部門　4人チーム戦

優勝
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 ※平成25年度

11 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 61 女
日本

（三重県ボウリング連盟
桑名クラブ）

第14回アジアシニアボウリング選手権大会
女子シニア部門　4人チーム戦

優勝
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
※平成21年度
第29回オールジャパンレディ
スボウリングトーナメント　優勝

12 陸上競技 石川　末廣 いしかわ・すえひろ 36 男
日本

(Honda)
第31回オリンピック競技大会
陸上競技　男子　マラソン

出場
平成28年8月12日

～
平成28年8月21日

ブラジル 第2条2号イ

13 陸上競技 衛藤　　昂 えとう　たかし 25 男
日本
(AGF)

第31回オリンピック競技大会
陸上競技　男子　走高跳

出場
平成28年8月12日

～
平成28年8月21日

ブラジル 第2条2号イ
※平成21年度
第100回日本陸上競技選
手権大会　優勝

14 陸上競技 中村　匠吾 なかむら・しょうご 23 男
日本

(富士通)
第22回世界ハーフマラソン選手権大会

男子
出場 平成28年3月26日 イギリス 第2条2号イ

15 陸上競技 諏訪　達郎 すわ・たつろう 22 男 中央大学　4年
第85回日本学生陸上競技対校選手権大会

男子　4×100mR
優勝

平成28年9月2日
～

平成28年9月4日
埼玉県 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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16 陸上競技 川瀬　孝則 かわせ・たかのり 21 男 日本体育大学　4年
2016日本学生陸上競技個人選手権大会

男子　200m
優勝

平成28年6月10日
～

平成28年6月12日
神奈川県 第2条2号ア

17 陸上競技 植松　直紀 うえまつ・なおき 21 男 中京大学　4年
2016日本学生陸上競技個人選手権大会

男子　ハンマー投
優勝

平成28年6月10日
～

平成28年6月12日
神奈川県 第2条2号ア

18 陸上競技 西山　雄介 にしやま・ゆうすけ 21 男
日本

(駒澤大学　3年)
第20回世界大学クロスカントリー選手権大会

男子
出場 平成28年3月12日 イタリア 第2条2号イ

19 陸上競技 村上　　輝 むらかみ・ひかる 20 男 国士舘大学　3年
2016日本学生陸上競技個人選手権大会

男子　砲丸投
優勝

平成28年6月10日
～

平成28年6月12日
神奈川県 第2条2号ア

20 陸上競技 川畑　夏唯 かわはた・かい 20 男 近畿大学工業高専　5年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　110mH
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

21 陸上競技 加藤健太郎 かとう・けんたろう 19 男 鈴鹿工業高専　5年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　走高跳
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

22 陸上競技 中井　健登 なかい・けんと 19 男 鈴鹿工業高専　5年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　4×100mR
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

23 陸上競技 保坂　翔也 ほさか・しょうや 19 男 鈴鹿工業高専　5年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　4×100mR・三段跳
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

24 陸上競技 古橋慎ノ介 ふるはし・しんのすけ 18 男 近畿大学工業高専　4年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　円盤投
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

25 陸上競技 尾西　美咲 おにし・みさき 31 女
日本

(積水化学工業(株))
第31回オリンピック競技大会

陸上競技　女子　5000m
出場

平成28年8月12日
～

平成28年8月21日
ブラジル 第2条2号イ 第100回日本陸上競技選

手権大会　優勝

26 陸上競技 高見澤安珠 たかみざわ・あんじゅ 20 女
日本

(松山大学　3年)
第31回オリンピック競技大会
陸上競技　女子　3000m障害

出場
平成28年8月12日

～
平成28年8月21日

ブラジル 第2条2号イ 第100回日本陸上競技選
手権大会　優勝

27 陸上競技 岩髙　莉奈 いわたか・りな 20 女 JP日本郵政グループ 第36回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 優勝 平成28年11月27日 宮城県 第2条2号ア

28 陸上競技 中脇　裕也 なかわき・ゆうや 18 男 鈴鹿工業高専　3年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　4×100mR
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

29 陸上競技 塩澤　稀夕 しおざわ・きせき 17 男
日本

(伊賀白鳳高校　2年)
第13回アジアクロスカントリー

ジュニア男子
出場 平成28年2月29日 バーレーン 第2条2号イ

30 陸上競技 安井　　弦 やすい・げん 16 男 鈴鹿工業高専　1年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

男子　4×100mR
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

31 陸上競技 藤本　大輝 ふじもと・ひろき 14 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

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
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32 陸上競技 中出　里央 なかで・りお 18 女 鈴鹿工業高専　3年
第51回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会

女子　走高跳
優勝

平成28年8月24日
～

平成28年8月25日
愛知県 第2条2号ア

33 陸上競技 世古　綾葉 せこ・あやは 12 女 伊勢市立神社小学校　6年
第32回全国小学生陸上競技交流大会

6年女子　100m
優勝

平成28年8月19日
～

平成28年8月20日
神奈川県 第2条2号ア

34 サッカー 浅野　拓磨 あさの・たくま 21 男
日本

（サンフレッチェ広島）
第31回オリンピック競技大会

サッカー競技　男子
出場

平成28年8月4日
～

平成28年8月20日
ブラジル 第2条2号イ

35 テニス 島袋　　将 しまぶくろ・しょう 19 男 早稲田大学　1年
平成28年度　全日本大学対抗テニス王座決定試合

男子団体戦
優勝

平成28年10月12日
～

平成28年10月16日
東京都 第2条2号ア

36 バレーボール 山口　　舞 やまぐち・まい 33 女
日本

（(株)ウォーク・岡山シーガルズ）
第31回オリンピック競技大会

バレーボール競技　女子
出場

平成28年8月6日
～

平成28年8月21日
ブラジル 第2条2号イ ※平成23年度

37 バレーボール 宮下　　遥 みやした・はるか 21 女
日本

（(株)ウォーク・岡山シーガルズ）
第31回オリンピック競技大会

バレーボール競技　女子
出場

平成28年8月6日
～

平成28年8月21日
ブラジル 第2条2号イ

38 体操 小倉　佳祐 おぐら・けいすけ 22 男 相好体操クラブ
第55回NHK杯体操

男子　跳馬
優勝

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

39 体操 首藤　鴻英 しゅとう・こうえい 17 男 暁高校　3年
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

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

40 体操 堀　　孝輔 ほり・こうすけ 17 男 高田高校　2年
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

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

41 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 23 男 ALSOK
天皇杯

平成28年度全日本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12月21日

～
平成28年12月23日

東京都 第2条2号ア ※平成21年度
ゴールデングランプリ　3位

42 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 20 男
日本

(山梨学院大学　2年)
2016年世界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
3位

平成28年8月30日
～

平成28年9月4日
フランス 第2条3号イ

※平成21年度
全日本ジュニア選手権優
勝　他

43 レスリング 山口　秀斗 やまぐち・ひでと 18 男
日本

(神奈川大学　1年)
2016年世界ジュニアレスリング選手権大会

男子グレコローマンスタイル　50kg級
出場

平成28年8月30日
～

平成28年9月4日
フランス 第2条2号イ 全日本ジュニア選手権優

勝

44 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 18 男 青山学院大学　1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　61kg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2号ア ※平成26年度

45 レスリング 吉田沙保里 よしだ・さおり 33 女
日本

(フリー)
第31回オリンピック競技大会

レスリング競技　女子フリースタイル　53kg級
2位

平成28年8月14日
～

平成28年8月21日
ブラジル 第2条3号イ ※平成10年度

46 レスリング 伊藤　彩香 いとう・あやか 23 女
日本

(東新住建)

天皇杯
平成28年度全日本レスリング選手権大会

女子フリースタイル　63kg級
優勝

平成28年12月21日
～

平成28年12月23日
東京都 第2条2号ア ※平成26年度

アジア選手権大会　2位

47 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 21 女
日本

(至学館大学　4年)
第31回オリンピック競技大会

レスリング競技　女子フリースタイル　69kg級
優勝

平成28年8月14日
～

平成28年8月21日
ブラジル 第2条3号イ ※平成18年度

アジア選手権大会　優勝
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48 レスリング 角谷萌々果 かどや・ももか 21 女 至学館大学　3年
平成28年度全日本学生レスリング選手権大会

女子　53kg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2号ア ※平成18年度

49 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 19 女
日本

（至学館大学　1年）
2016年世界レスリング選手権大会

女子　55kg級
優勝

平成28年12月10日
～

平成28年12月11日
ハンガリー 第2条3号イ

※平成20年度
世界ジュニア選手権大会
優勝　他

50 レスリング 横山凜太朗 よこやま・りんたろう 18 男
日本

(いなべ総合学園高校　3年)
2016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　84kg級
出場

平成28年6月2日
～

平成28年6月5日
フィリピン 第2条2号イ

51 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 17 男
日本

(いなべ総合学園高校　2年)
2016年世界カデットレスリング選手権大会

男子フリースタイル　63kg級
3位

平成28年9月13日
～

平成28年9月18日
ジョージア 第2条3号イ

※平成19年度
全日本ジュニア選手権優
勝

52 レスリング 藤田　　颯 ふじた・はやと 14 男
いなべレスリングクラブ

(桑名市立光陵中学校　3年)

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　53kg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2号ア 全国中学選抜選手権大

会優勝　他

53 レスリング 宇戸平莞爾 うどひら・かんじ 14 男
一志ジュニアレスリング教室
（津市立久居中学校　3年）

2016年度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　42kg級

優勝
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 世界カデット選手権大会
出場

54 レスリング 弓矢　健人 ゆみや・けんと 12 男
いなべレスリングクラブ

(いなべ市立大安中学校　1年)

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

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

55 レスリング 工藤　大知 くどう・だいち 12 男
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志西小学校　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　48kg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2号ア

56 レスリング 吉田　汰洋 よしだ・たいよう 12 男
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志西小学校　6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
小学生の部　6年生　39kg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2号ア

57 レスリング 神谷龍之介 かみや・りゅうのすけ 11 男
いなべレスリングクラブ

(いなべ市立石槫小学校　6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

小学生の部　6年生　46kg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2号ア

58 レスリング 中野　連志 なかの・れんじ 10 男
いなべレスリングクラブ

(東員町立神田小学校　5年)
第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

5年生の部　36kg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2号ア

59 レスリング 北島　　魂 きたじま・そうる 9 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立内部小学校　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
小学生の部　4年生　24kg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2号ア

60 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 17 女
日本

(久居高校　3年)
2016年世界カデットレスリング選手権大会

女子の部　52kg級
優勝

平成28年9月13日
～

平成28年9月18日
ジョージア 第2条3号イ

※平成20年度
ジュニアクイーンズカップ
優勝　他

61 レスリング 中井ほのか なかい・ほのか 15 女
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志中学校　3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　62kg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2号ア ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ優勝

他

62 レスリング 稲垣　柚香 いながき・ゆずか 14 女
日本

(一志ジュニアレスリング教室・
津市立一志中学校　3年)

2016年アジアカデットレスリング選手権大会
女子の部　49kg級

優勝
平成28年7月7日

～
平成28年7月10日

台湾 第2条3号イ ※平成25年度

63 レスリング 寺本　　鈴 てらもと・りん 13 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立富田中学校　2年)

平成28年度第11回全日本女子オープンレスリング選手権大会
中学生の部　62kg級

優勝 平成28年10月2日 静岡県 第2条2号ア ※平成25年度
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64 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 12 女
いなべレスリングクラブ

(四日市市立西朝明中学校　1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　40kg級
優勝 平成28年4月3日 東京都 第2条2号ア ※平成25年度

65 レスリング 弓矢　紗希 ゆみや・さき 12 女
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立石槫小学校　6年）
平成28年度第11回全日本女子オープンレスリング選手権大会

小学5・6年生の部　30kg級
優勝 平成28年10月2日 静岡県 第2条2号ア ※平成27年度

66 レスリング 眞柄　美和 まがら・みわ 11 女
四日市ジュニアレスリングクラブ

(四日市市立常盤西小学校　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　28kg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2号ア ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ優勝

他

67 レスリング 稲垣　　和 いながき・のどか 11 女 四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立大矢知興譲小学校　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　33kg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2号ア
※平成26年度
ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ優勝
他

68 レスリング 川村　百花 かわむら・ももか 10 女
四日市ジュニアレスリングクラブ

(四日市市立高花平小学校　4年)
第20回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

女子4年生の部　28kg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2号ア

69 レスリング 吉田千沙都 よしだ・ちさと 9 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立大三小学校　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　30kg級

優勝 平成28年4月3日 東京都 第2条2号ア ※平成27年度

70 ウエイトリフティング 太田　悠斗 おおた・ゆうと 22 男 九州国際大学　4年
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
94kg級　クリーン＆ジャーク

優勝 平成28年10月2日 岩手県 第2条2号ア

71 ウエイトリフティング 山本　真鼓 やまもと・まこ 19 女 名古屋産業大学　2年
平成28年度第28回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会

58kg級　スナッチ・トータル
優勝

平成28年5月6日
～

平成28年5月8日
大阪府 第2条2号ア

72 ウエイトリフティング 横山太偉雅 よこやま・たいが 17 男 四日市工業高校　2年
第71回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　少年男子
+105ｋｇ級　スナッチ・クリーン＆ジャーク

優勝 平成28年10月5日 岩手県 第2条2号ア

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、全国高等学校総合
体育大会　優勝

73 ソフトテニス 田邉　雅人 たなべ・まさと 18 男 三重高校　3年
第11回ソフトテニスジュニアジャパンカップ

U-20男子ダブルス
優勝

平成28年11月25日
～

平成28年11月28日
宮崎県 第2条2号ア

74 ソフトテニス 西　　泰右 にし・たいすけ 16 男 三重高校　1年
第11回ソフトテニスジュニアジャパンカップ

U-17男子ダブルス
優勝

平成28年11月25日
～

平成28年11月28日
宮崎県 第2条2号ア

75 ソフトテニス 團野　佑紀 だんの・ゆうき 12 男
津ジュニアクラブ

(伊勢市立小俣小学校　6年)
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

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 第15回全国小学生ソフト

テニス大会　優勝

76 ソフトテニス 菊山　太陽 きくやま・たいよう 11 男
津ジュニアクラブ

(津市立南が丘小学校　6年)
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

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 第15回全国小学生ソフト

テニス大会　優勝

77 ソフトテニス 青木　吟斗 あおき・ぎんと 10 男
松阪ジュニアソフトテニスクラブ
(松阪市立伊勢寺小学校　4年)

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
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

78 ソフトテニス 森　　煌大 もり・こうた 10 男
松阪ジュニアソフトテニスクラブ
(松阪市立松尾小学校　4年)

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
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

79 馬術 奥西　真弓 おくにし・まゆみ 33 女 名張乗馬クラブ
第71回国民体育大会

馬術競技
成年女子　馬場馬術

優勝
平成28年10月2日

～
平成28年10月6日

岩手県 第2条2号ア ※平成26年度
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80 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 21 男
日本

（日本大学　4年）
2016アジアフェンシング選手権

男子エペ団体
優勝

平成28年4月13日
～

平成28年4月18日
中国 第2条3号イ ※平成25年度

81 柔道 川西　渉吾 かわにし・しょうご 19 男 近畿大学工業高専　5年
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

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

82 バドミントン 西本　拳太 にしもと・けんた 22 男 中央大学　4年
内閣総理大臣杯・文部科学大臣杯争奪

平成28年度　第70回　全日本総合バドミントン選手権大会
男子シングルス

優勝
平成28年11月28日

～
平成28年12月4日

東京都 第2条2号ア

83 ラグビーフットボール レメキ ロマノ ラヴァ れめき・ろまの・らゔぁ 27 男
日本

(本田技研工業(株))
第31回オリンピック競技大会

ラグビーフットボール競技　7人制男子
出場

平成28年8月9日
～

平成28年8月11日
ブラジル 第2条2号イ

84 ラグビーフットボール 坂井　克行 さかい・かつゆき 27 男
日本

((株)豊田自動織機)
第31回オリンピック競技大会

ラグビーフットボール競技　7人制男子
出場

平成28年8月9日
～

平成28年8月11日
ブラジル 第2条2号イ

85 ラグビーフットボール 齊藤　聖奈 さいとう・せいな 24 女
日本

(PEARLS・住友電装(株))
女子ラグビーワールドカップ2017　アジア・オセアニア予選 優勝

平成28年12月9日
～

平成28年12月17日
香港 第2条2号イ

86 山岳 渡部　桂太 わたべ・けいた 22 男 三重県山岳連盟
アジア選手権大会2016中国・都匀大会
クライミング競技　男子　ボルダリング

出場
平成28年8月3日

～
平成28年8月6日

中国 第2条2号イ ※平成27年度

87 山岳 田嶋あいか たじま・あいか 17 女 津高校　3年
第19回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会

リード　女子　ジュニア
優勝

平成28年8月13日
～

平成28年8月15日
富山県 第2条2号ア ※平成24年度

88 なぎなた 中村　日南 なかむら・ひな 11 女
三重武道館クラブ

（津市立一身田小学校　6年）
平成28年度　全日本少年少女武道錬成大会

試合競技　小学6年生の部
優勝 平成28年8月7日 東京都 第2条2号ア


