
競技団体名 種別 選手監督の別 氏名 ふりがな 所属先 ふるさと登録 入賞種目 順位

山本　浩武 やまもと ひろむ 松阪商業高校

舩越　一彦 ふなこし かずひこ 鈴鹿工業高専

諏訪　達郎 すわ たつろう 中央大学 《 四日市工業高校 》 100m 6位

衛藤　　昂 えとう たかし AGF鈴鹿㈱ 走高跳 1位

村上　　輝 むらかみ ひかる 国士舘大学 《 南伊勢高校度会校舎 》 砲丸投 6位

中西　啄真 なかしに たくま 大阪体育大学 《 伊勢工業高校 》 やり投 6位

世古　　和 せこ のどか 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ 《 宇治山田商業高校 》 100m 4位

尾西　美咲 おにし みさき 積水化学工業㈱ 《 宇治山田商業高校 》 5000m 2位

坂倉　杏奈 さかくら あんな 鹿屋体育大学 《 四日市四郷高校 》 やり投 8位

少年男子A 選手 村木　亮太 むらき　りょうた 久居高校 ﾊﾝﾏｰ投 1位

少年男子B 選手 別所　竜守 べっしょ りょうま 松阪商業高校 砲丸投 3位

少年女子A 選手 濵田恵里奈 はまだ  えりな 松阪商業高校 ﾊﾝﾏｰ投 7位

芝原　一平 しばはら　いっぺい 尾鷲高校

八田　知宏 はった ともひろ 津田学園高校

成年男子 選手 荒木　優介 あらき ゆうすけ 早稲田大学 《 暁高校 》 100m自由形 2位

成年女子 選手 田尾優里香 たお　ゆりか 日本体育大学 《 津田学園高校 》 100m自由形 7位

川口　恭矢 かわぐち きょうや 津田学園高校 ﾘﾚｰ800m 7位

菊池　泰雅 きくち たいが 尾鷲高校 ﾘﾚｰ800m 7位

山本　健志 やまもと けんし 尾鷲高校 ﾘﾚｰ800m 7位

松下　健太 まつした けんた 海星高校 ﾘﾚｰ800m 7位

少年男子B 選手 阪本　祐也 さかもと　ゆうや 三重高校
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ100m
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ

1位
2位

少年女子B 選手 石田　紅葉 いしだ もみじ 津市立一志中学校 100m平泳ぎ 7位

池田　庸祐 いけだ　ようすけ 稲生高校

成年男子 選手 村上　和基 むらかみ かずき （公財）三重県体育協会
高飛込
飛板飛込

4位
6位

金　　鐘達 きむ じょんだる 特定非営利活動法人伊賀FCくﾉ一

久野　吹雪 くの ふぶき ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

畑中美友香 はたなか みゆか ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

宮迫たまみ みやさこ　たまみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

道倉　宏子 みちくら ひろこ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

松長　佳恵 まつなが よしえ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

那須麻衣子 なす まいこ 特定非営利活動法人伊賀FCくﾉ一

乃一　　綾 のいち あや ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

松長　朋恵 まつなが ともえ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

園村　奈菜 そのむら なな ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

櫨　まどか はじ まどか ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

小林　海咲 こばやし みさき ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

澤田　法味 さわだ のりみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

鈴木　薫子 すずき かおるこ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

杉田　亜未 すぎた あみ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

清原万里江 きよはら まりえ ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ

馬島　将人 まじま　まさと 桑名西高校

金山　敦思 かなやま　あつし 四日市商業高校

江見優生乃 えみ ゆきの 法政大学 《 津市立豊里中学校 》

佐野　真代 さの まよ 明治大学 《 津田学園高校 》

島袋　　将 しまぶくろ　しょう 四日市工業高校

鈴木　保貴 すずき　やすたか 四日市工業高校

伊藤　大輔 いとう　だいすけ 相可高校

成年男子 選手 清水　大輔 しみず　だいすけ 中部電力㈱ 《 津高校 》 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 4位

選手

成年女子 選手

選手

監督
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7位

5位

ボート

陸上競技

監督

水泳
（競泳）

水泳
（飛込）

テニス

少年男子

監督

選手

監督

成年女子

監督

選手

女子 選手

少年男子A

1位

成年男子

サッカー

監督
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片山太一郎 かたやま たいちろう 久居高校

山辺　　蓮 やまべ れん 久居農林高校 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 3位

村上　　仁 むらかみ じん 久居高校 ｳｪﾙﾀｰ級 2位

監督 齊藤　　俊 さいとう しゅん 相好体操ｸﾗﾌﾞ

田中　康久 たなか やすひさ 相好体操ｸﾗﾌﾞ

小泉　和照 こいずみ かずあき 相好体操ｸﾗﾌﾞ

下田　悠太 しもだ ゆうた 相好体操ｸﾗﾌﾞ

宗像　陸 むなかた りく 相好体操ｸﾗﾌﾞ

佐藤　紘翔 さとう ひろと 相好体操ｸﾗﾌﾞ

監督 横山　俊幸 よこやま としゆき 四日市商業高校

平末明日香 ひらすえ あすか 四日市商業高校

高田　未来 たかだ みらい 四日市商業高校

辻本　晴香 つじもと はるか 四日市商業高校

大谷　玲奈 おおたに れな 四日市商業高校

北川　愛理 きたがわ あいり 四日市商業高校

奥山　瑞生 おくやま みずき 四日市商業高校

長崎　友香 ながさき ともか 津商業高校

広瀬友梨子 ひろせ ゆりこ いなべ総合学園高校

橋本　　椋 はしもと りょう いなべ総合学園高校

水谷　優月 みずたに ゆづき 川越高校

境　　奏穂 さかい かなほ 四日市商業高校

監督 橋爪　幸彦 はしづめ ゆきひこ 朝明高校

藤田　雄大 ふじた ゆうだい 青山学院大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ57kg級 5位

川瀬　克祥 かわせ かつよし 日本体育大学 《 いなべ総合学園高校 》 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ66kg級 2位

河野　隆太 こうの   りゅうた 鈴鹿大学 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ130kg級 5位

監督 藤波　俊一 ふじなみ　としかず いなべ総合学園高校

基山仁太郎 もとやま じんたろう いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ66kg級 3位

横山凜太朗 よこやま りんたろう いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ84kg級 3位

丸山正太郎 まるやま しょうたろう いなべ総合学園高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ55kg級 5位

成國　大志 なりくに たいし いなべ総合学園高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝ60kg級 2位

監督 杉谷　典明 すぎたに のりあき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

選手 南里　研二 なんり　けんじ （公財）三重県体育協会 ﾚｰｻﾞｰ級 3位

監督 伊藤　秀郎 いとう ひでお 津工業高校

選手 新田　そら にった そら 高田高校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 5位

宮﨑　彰也 みやざき あきなり 四日市工業高校

坂　　典泰 ばん　のりやす 四日市工業高校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
1位

太田　悠斗 おおた　ゆうと 九州国際大学 《 四日市工業高校 》 94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 5位

小野　平伍 おの ひょうご 四日市工業高校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

2位
1位

栁川　友章 やながわ　ともあき 亀山高校
85kg級ｽﾅｯﾁ
85kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
2位

川村  正輝 かわむら　まさき 四日市工業高校
+105kg級ｽﾅｯﾁ
+105kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

1位
1位

選手

選手

5位

少年女子

セーリング

成年男子

バスケット
ボール

少年男子 選手

成年男子

選手

選手

少年男子
選手

少年男子

監督

6位
成年男子

監督

レスリング

ボクシング

選手

ウエイトリ
フティング

体操

成年男子

少年女子
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監督兼選手 大畑　俊輔 おおはた しゅんすけ 津東高校

伊藤　正親 いとう まさちか 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

伊藤　駿矢 いとう しゅんや 昴学園高校

岡田　大輝 おかだ だいき 亀山高校

吉田英太郎 よしだ えいたろう 日本大学 《 四日市工業高校 》

竹田　寛明 たけだ ひろあき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

早川　雅俊 はやかわ まさとし 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

伊藤征四郎 いとう せいしろう 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

髙木　永士 たかぎ えいじ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

青山　　翼 あおやま つばさ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

野嶋　智次 のじま ともつぐ 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

田口　　亮 たぐち りょう 亀山高校

監督 蛭川　健司 ひるかわ けんじ 四日市商業高校

竹内　彩乃 たけうち あやの 四日市商業高校

小林満里奈 こばやし まりな 四日市商業高校

瀬口　　南 せぐち みなみ 四日市商業高校

谷口　夕奈 たにぐち ゆな 四日市商業高校

小菅　君佳 こすげ きみか 四日市商業高校

喜田　翔子 きだ しょうこ 四日市商業高校

伊藤　美月 いとう みづき 四日市商業高校

服部　綾菜 はっとり あやな 四日市商業高校

林　　茉美 はやし まみ 四日市商業高校

舟久保朱音 ふなくぼ あかね 四日市商業高校

小川　菜花 おがわ なのは 四日市商業高校

中川ちえみ なかがわ ちえみ 四日市四郷高校

待田　浩一 まちだ こういち ㈱ﾃﾞﾝｿｰ

百々　敦史 どど　あつし 朝明高校

皿屋　　豊 さらや ゆたか 伊勢市役所
1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ
ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

8位
5位

阿曽　圭佑 あそ けいすけ ㈱ｷﾅﾝ 《 暁高校 》 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 8位

堀田　海人 ほった かいと 天春鐵工所

高士　拓也 たかし たくや 中央大学 《 朝明高校 》

監督 垂髪　隆一 うない　りゅういち 三重高校

大貫　　彩 おおぬき　さやか 三重高校

久保　晴華 くぼ はるか 三重高校

清水　　彩 しみず あや 三重高校

福田　麗優 ふくだ りゆ 三重高校

中別府瑞希 なかべっぷ みずき 三重高校

中村　洋子 なかむら ようこ 北勢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ

成年男子 選手 中村　　勇 なかむら いさむ 北勢ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｧｰﾑ
ﾀﾞｰﾋﾞｰ
国体総合馬術

2位
4位

成年女子 選手 奥西　真弓 おくにし　まゆみ 名張乗馬クラブ
馬場馬術
自由演技馬場馬術

1位
1位

監督兼選手 大野　幸太 おおの こうた 津東高校 ｴﾍﾟ

大山　聖人 おおやま せいと 日本大学 《 海星高校 》 ｴﾍﾟ

山田　　優 やまだ まさる 日本大学 《 鳥羽高校 》 ｴﾍﾟ

監督 青木　伸司 あおき しんじ 三重県警察

谷口　真英 たにぐち まさひで 日本体育大学 《 四日市中央工業高校 》

木原　啓伸 きはら ひろのぶ 三重県警察

中川　裕喜 なかがわ ゆうき ｾﾝｺｰ㈱ 《 皇學館高校 》

明石　弘平 あかし こうへい 三重県警察

松浦　　亮 まつうら りょう 三重県警察

6位

2位
少年女子

馬術

監督

選手

柔道

選手

成年男子

5位

成年男子

監督

選手

ハンドボール

成年男子
選手

選手

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ソフトテニス

少年女子

自転車競技

選手 5位

5位

フェンシング

成年男子

男子 選手 5位
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監督 北川　正明 きたがわ まさあき 三重県弓道連盟

大市奈穂子 おおいち なおこ (株)東海ﾃｸﾉ

藤本　奈央 ふじもと なお (株) 安永

泉　　真衣 いずみ まい 岡波総合病院

監督 古市　　清 ふるいち　きよし はま寿司

伊藤　愛子 いとう　あいこ 四日市四郷高校

白木　芹佳 しらき　せりか 四日市四郷高校

上田紗安羅 うえだ　さあら 四日市四郷高校

監督 奈須　和光 なす かずみつ 和接骨院

選手 山下　僚也 やました りょうや 帝京大学 《 四日市市立塩浜中学校 》 組手重量級 2位

監督 長田　陽介 ながた ようすけ ㈱NTN三雲製作所

髙木　裕太 たかぎ ゆうた 津田学園高校

加藤　勇紀 かとう ゆうき 津田学園高校

監督 鈴木　隆博 すずき たかひろ 三重県ボウリング連盟

選手 坂倉　　凜 さかくら りん 津田学園高校 個人戦 5位

監督 多賀　章子 たが あきこ 垂坂ｷｬﾘｰｺﾞﾙﾌ

伊藤　有志 いとう ゆうし 東北福祉大学 《 三重高校 》

加藤　勇希 かとう ゆうき 専修大学 《 津田学園高校 》

関　　淳悟 せき じゅんご 一志ｺﾞﾙﾌ倶楽部

選手 6位

4位

ボウリング

少年女子

アーチェリー

空手道

選手

2位選手

選手

少年女子

成年男子

成年女子弓道

成年男子ゴルフ

少年男子
団体戦

遠的 1位
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