
№ 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 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夏季水泳競技大会
15～16歳　男子　100m　バタフライ

優勝者
の監督

平成27年8月22日
～

平成27年8月26日
東京都 第2条3号ア

3年連続
優秀選手　阪本選手の監督

2 レスリング 箕浦　健太 みのうら・けんた 25 男 久居高校
平成27年度全国高等学校総合体育大会

レスリング競技
女子個人対抗戦　52kg級

優勝者
の監督

平成27年8月3日
～

平成27年8月4日
京都府 第2条3号ア

3年連続
優秀選手　奥野選手の監督

特 別 優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第3号関係）



№ 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 水泳 鈴木　美保 すずき・みほ 39 女 日本
（みえシンクロ）

チェコクリスマスプライズ2015
国際大会入
賞者の監督

平成27年12月4日
～

平成27年12月6日
チェコ 第2条2号イ

日本代表監督
優秀選手　野呂選手の監督

2 陸上競技 舩越　一彦 ふなこし・かずひこ 51 男 鈴鹿工業高専
第70回国民体育大会

陸上競技　成年男子　走高跳
優勝者
の監督

平成27年10月3日 和歌山県 第2条2号ア 優秀選手　衛籐選手の監督

3 陸上競技 松本　基之 まつもと・もとゆき 50 男 久居高校
平成27年全国高等学校総合体育大会

陸上競技　男子　ハンマー投
優勝者
の監督

平成27年7月29日 和歌山県 第2条2号ア 優秀選手　村木選手の監督

4 陸上競技 松尾　大介 まつお・だいすけ 39 男 近畿大学工業高専
第31回日本ジュニア陸上競技選手権大会（混成競技）

ジュニア男子十種競技
優勝者
の監督

平成27年7月4日
～

平成27年7月5日
長野県 第2条2号ア 優秀選手　川畑選手の監督

5 体操 安達　俊亨 あだち・としゆき 36 男 相好体操クラブ
2015第48回全日本シニア体操競技選手権大会

男子1部　あん馬
優勝者
の監督

平成27年9月20日 福井県 第2条2号ア 優秀選手　佐藤選手の監督

6 体操 山崎　和俊 やまざき・かずとし 34 男 高田高校
平成27年度全国高等学校総合体育大会

体操競技・新体操大会
男子　個人総合・スティック

優勝者
の監督

平成27年8月7日
～

平成27年8月8日
大阪府 第2条2号ア 優秀選手　堀選手の監督

7 レスリング 宇野　勝彦 うの・かつひこ 63 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

女子4年の部　28kg級
優勝者
の監督

平成27年3月14日
～

平成27年3月15日
岐阜県 第2条2号ア 優秀選手　稲垣選手の監督

8 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

2015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　58kg級

優勝者
の監督

平成27年4月25日
～

平成27年4月26日
神奈川県 第2条2号ア 優秀選手　基山選手の監督

※平成21年度

9 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
第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

女子4年の部　26kg級
優勝者
の監督

平成27年3月14日
～

平成27年3月15日
岐阜県 第2条2号ア ※平成26年度

特別優秀選手　弓矢選手他の監督

10 レスリング 吉田　栄利 よしだ・ひでとし 35 男 一志ジュニアレスリング教室
第41回全国中学生レスリング選手権大会

女子の部　70㎏級
優勝者
の監督

平成27年6月13日
～

平成27年6月14日
茨城県 第2条2号ア 優秀選手　山本選手の監督

11 ウエイトリフティング 宮﨑　彰也 みやざき・あきなり 51 男 四日市工業高校
平成27年度全国高等学校総合体育大会

ウエイトリフティング競技
56kg級C&J、62kg級、＋105kg級

優勝者
の監督

平成27年8月1日
～

平成27年8月5日
兵庫県 第2条2号ア 優秀選手　小野選手・古屋敷選手・川村選手の監督

12 ウエイトリフティング 石井　伸子 いしい・のぶこ 42 女 亀山高校
第35回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会

　女子63ｋｇ級
優勝者
の監督

平成27年3月14日 東京都 第2条2号ア 優秀選手　石井選手の監督

13 ソフトテニス 齋藤　　彰 さいとう・あきら 40 男 近畿大学工業高専
第50回全国高等専門学校体育大会

ソフトテニス競技　男子ダブルス
優勝者
の監督

平成27年8月26日
～

平成27年8月27日
宮崎県 第2条2号ア 優秀選手　吉田選手・加藤選手の監督

※平成19年度

14 剣道 井上美奈子 いのうえ・みなこ 49 女 鈴鹿赤銅スポーツ少年団
第37回全国スポーツ少年団剣道交流大会

中学生男子個人
優勝者
の監督

平成27年3月27日
～

平成27年3月29日
埼玉県 第2条2号ア

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


