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1 水泳 村上　和基 むらかみ・かずき 26 男 日本
（ＪＳＳ白子・(公財)三重県体育協会）

第6回アジアダイビングカップ
男子高飛込

出場
平成27年9月5日

～
平成27年9月6日

マレーシア 第2条2号イ

2 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 15 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夏季水泳競技大会

15～16歳　男子　100m　バタフライ
優勝

平成27年8月22日
～

平成27年8月26日
東京都 第2条2号ア ※平成26年度

第70国民体育大会優勝

3 水泳 野呂さくら のろ・さくら 13 女
日本

（みえシンクロ）
チェコクリスマスプライズ2015 2位

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

4 セーリング 南里　研二 なんり・けんじ 23 男 (公財)三重県体育協会
2015年 Laser All Japan Championships

Standard
優勝

平成27年10月31日
～

平成27年11月3日
三重県 第2条2号ア

5 ボウリング 中村　　謙 なかむら・けん 65 男 日本
（三重県ボウリング連盟・鈴鹿結クラブ）

世界シニアボウリング選手権大会2015 出場
平成27年8月23日

～
平成27年8月30日

アメリカ 第2条2号イ 個人戦、2人チーム戦
４人チーム戦、マスターズ戦

6 ボウリング 吉川　朋子 よしかわ・ともこ 61 女
三重県ボウリング連盟

（コンドルクラブ）
第28回オールジャパンレディスボウリングトーナメント

シニアの部　個人戦
優勝

平成27年6月5日
～

平成27年6月7日
埼玉県 第2条2号ア ※平成25年度

7 ボウリング 堀田　恵子 ほった・けいこ 22 女 京都産業大学　4年
第53回全日本大学ボウリング選手権大会

女子２人チーム戦
優勝

平成27年11月21日
～

平成27年11月23日
京都府 第2条2号ア

8 陸上競技 山下　　洸 やました・みなと 27 男
日本
(NTN)

デカネーション2015
男子　3000m障害

出場 平成27年9月13日 フランス 第2条2号イ
第63回全日本実業団対抗
陸上競技選手権大会　優
勝

9 陸上競技 衛藤　　昂 えとう　たかし 24 男
日本
(AGF)

第15回世界陸上競技選手権大会
男子　走高跳

出場 平成27年8月28日 中国 第2条2号イ
※平成21年度
第21回アジア選手権出場
国民体育大会優勝

10 陸上競技 東　　魁輝 あずま・かいき 21 男 岐阜経済大学　4年
2015日本学生陸上競技個人選手権大会

　男子　400ｍ
優勝 平成27年6月14日 神奈川県 第2条2号ア

11 陸上競技 清水　剛士 しみず・つよし 21 男 中京大学　4年
第84回日本学生陸上競技対校選手権大会

男子　十種競技
優勝

平成27年9月11日
～

平成27年9月13日
大阪府 第2条2号ア

12 陸上競技 中西　啄真 なかにし・たくま 21 男 大阪体育大学　3年
2015日本学生陸上競技個人選手権大会

男子　やり投
優勝 平成27年6月12日 神奈川県 第2条2号ア 第84回日本学生陸上競技

対抗選手権　優勝

13 陸上競技 藤田　尊大 ふじた・たかひろ 20 男 鈴鹿工業高専　5年
第50回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子　400m
優勝 平成27年8月30日 福岡県 第2条2号ア

14 陸上競技 村上　　輝 むらかみ・ひかる 19 男 国士舘大学　2年
2015日本学生陸上競技個人選手権大会

男子　砲丸投
優勝 平成27年6月14日 神奈川県 第2条2号ア

15 陸上競技 川畑　夏唯 かわはた・かい 19 男 近畿大学工業高専　4年
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

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

16 陸上競技 保坂　翔也 ほさか・しょうや 18 男 鈴鹿工業高専　4年
第50回全国高等専門学校体育大会
陸上競技　男子　走幅跳・三段跳

優勝
平成27年8月29日

～
平成27年8月30日

福岡県 第2条2号ア

17 陸上競技 高島　由香 たかしま・ゆか 27 女
日本

(デンソー)
第15回世界陸上競技選手権大会

女子　10000m
出場 平成27年8月24日 中国 第2条2号イ

18 陸上競技 高見澤安珠 たかみざわ・あんじゅ 19 女
日本

(松山大学　2年)
デカネーション2015
女子　3000m障害

出場 平成27年9月13日 フランス 第2条2号イ
第99回日本選手権
日本学生陸上競技個人選
手権大会　優勝

19 陸上競技 下　　史典 しも・ふみのり 18 男
日本

(伊賀白鳳高校　3年)
第41回世界クロスカントリー選手権大会

ジュニア男子8km
出場 平成27年3月28日 中国 第2条2号イ

20 陸上競技 村木　亮太 むらき・りょうた 18 男 久居高校　3年
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 平成27年7月29日 和歌山県 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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21 テニス 藤堂　　毅 とうどう・つよし 71 男 城北MT倶楽部
第77回全日本ベテランテニス選手権'15

男子70歳以上シングルス
優勝

平成27年9月26日
～

平成27年10月7日
愛知県 第2条2号ア

22 テニス 山村　豊彦 やまむら・とよひこ 48 男 みさとテニスクラブ
第77回全日本ベテランテニス選手権'15

男子45歳以上シングルス
優勝

平成27年9月26日
～

平成27年10月7日
愛知県 第2条2号ア

23 テニス 井上　玄意 いのうえ・げんい 12 男 津市立桃園小学校　6年
第33回第一生命全国小学校テニス選手権大会

男子シングルス
優勝

平成27年7月28日
～

平成27年7月30日
東京都 第2条2号ア

24 体操 佐藤　　亘 さとう・わたる 25 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 平成27年9月20日 福井県 第2条2号ア

25 体操 堀　　孝輔 ほり・こうすけ 16 男 高田高校　2年
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
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

26 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 22 男 山梨学院大学　4年
明治杯

平成27年度全日本選抜レスリング選手権大会
フリースタイル　57kg級

優勝
平成27年6月19日

～
平成27年6月21日

東京都 第2条2号ア

※平成21年度
世界選手権9位
ｼﾞｵﾙｺｳｽｷ国際大会優勝
全国日本大学選手権優勝

27 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 19 男
日本

(山梨学院大学　1年)
2015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
2位

平成27年8月11日
～

平成27年8月16日
ブラジル 第2条3号イ

※平成17年度
全日本ジュニア選手権優
勝

28 レスリング 伊藤　彩香 いとう・あやか 22 女
日本

(東新住建株式会社)
2015ビルファーレル国際大会
レスリング競技　女子63kg級

優勝
平成27年11月6日

～
平成27年11月7日

アメリカ 第2条3号イ ※平成26年度

29 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 21 女
日本

(至学館大学　3年)
2015世界レスリング選手権大会

女子69kg級
3位

平成27年9月9日
～

平成27年9月11日
アメリカ 第2条3号イ

※平成18年度
全日本選抜選手権大会優
勝

30 レスリング 奥野　里菜 おくの・りな 20 女
日本

(至学館大学　2年)
2015世界ジュニアレスリング選手権大会

女子44kg級
2位

平成27年8月11日
～

平成27年8月16日
ブラジル 第2条3号イ ※平成17年度

ｼﾞｭﾆｱｸｲｰﾝｽﾞｶｯﾌﾟ優勝

31 レスリング 藤田　雄大 ふじた・ゆうだい 18 男
日本

(いなべ総合学園高校　3年)
ペトロ・シラコフ＆イバン・イリエフ国際大会

男子フリースタイル　57kg級
3位

平成27年3月7日
～

平成27年3月8日
ブルガリア 第2条2号イ アジアジュニア選手権7位

32 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 18 男 いなべ総合学園高校　3年
平成27年度全国高等学校総合体育大会
レスリング競技　男子個人対抗戦　60kg級

優勝
平成27年8月2日

～
平成27年8月5日

京都府 第2条2号ア ※平成26年度
全国高校選抜大会優勝

33 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 16 男
日本

(いなべ総合学園高校　1年)
2015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　58kg級
2位

平成27年8月29日
～

平成27年8月30日

ボスニアヘル
ツェゴビナ

第2条3号イ
※平成19年度
全日本ジュニア選手権優
勝

34 レスリング 小川　琉生 おがわ・りゅうせい 13 男
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　6年)

第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
6年生の部　42kg級

優勝
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

35 レスリング 高塚　晴成 たかつか・はるな 12 男
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　6年)
第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

6年生の部　36kg級
優勝

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

36 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

(いなべ市立石槫小学校　6年)
平成27年度第32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27年7月24日
～

平成27年7月26日
東京都 第2条2号ア

37 レスリング 向田　旭登 むかいだ・あきと 11 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
(四日市市立泊小学校　6年)

平成27年度第32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　30kg級

優勝
平成27年7月24日

～
平成27年7月26日

東京都 第2条2号ア

38 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　4年)
第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

4年生の部　33kg級
優勝

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

39 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 18 女 日本
（ＪＯＣエリートアカデミー・安部学院高校　3年）

2015年アジアジュニアレスリング選手権大会
女子　55kg級

優勝
平成27年7月9日

～
平成27年7月12日

ミャンマー 第2条3号イ ※平成20年度

40 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 16 女
日本

(久居高校　2年)
2015年アジアカデットレスリング選手権大会

女子の部　52kg級
優勝

平成27年6月11日
～

平成27年6月14日
インド 第2条3号イ

※平成20年度
高校総体、全日本ｼﾞｭﾆｱ選
手権、全日本女子ｵｰﾌﾟﾝ、ｸ
ﾘｯﾊﾟﾝ女子国際大会優勝
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41 レスリング 稲垣　柚香 いながき・ゆずか 14 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27年度　東京都知事杯
第6回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　44kg級
優勝 平成27年11月29日 東京都 第2条2号ア ※平成25年度

42 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　1年)

平成27年度
第41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27年6月13日
～

平成27年6月14日
茨城県 第2条2号ア 全国中学選抜選手権大会

優勝

43 レスリング 中井ほのか なかい・ほのか 12 女
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志中学校　1年)

平成27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　57kg級

優勝
平成27年4月4日

～
平成27年4月5日

京都府 第2条2号ア 全国中学選抜選手権大会
優勝

44 レスリング 中西　美結 なかにし・みゆ 12 女
一志ジュニアレスリング教室
(松阪市立西中学校　1年)

平成27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　30kg級

優勝
平成27年4月4日

～
平成27年4月5日

京都府 第2条2号ア 全国少年少女選抜大会
優勝

45 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

(四日市市立下野小学校　6年)
平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　6年生　36kg級
優勝

平成27年7月24日
～

平成27年7月26日
東京都 第2条2号ア

※平成25年度
全国少年少女選抜、ジュ
ニアクイーンズカップ、全
日本女子オープン優勝

46 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)
平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　5年生　27kg級
優勝

平成27年7月24日
～

平成27年7月26日
東京都 第2条2号ア

47 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　4年)

第19回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子4年生の部　28kg級

優勝
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

48 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)

平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　5年生　36kg級

優勝
平成27年7月24日

～
平成27年7月26日

東京都 第2条2号ア

49 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)
平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会

女子の部　4年生　26kg級
優勝

平成27年7月24日
～

平成27年7月26日
東京都 第2条2号ア

50 レスリング 吉田七名海 よしだ・ななみ 9 女
一志ジュニアレスリング教室
(津市立一志西小学校　3年)

平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　3年生　22kg級

優勝
平成27年7月24日

～
平成27年7月26日

東京都 第2条2号ア

51 レスリング 小川　凛佳 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　3年)

平成27年度第32回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　3年生　24kg級

優勝
平成27年7月24日

～
平成27年7月26日

東京都 第2条2号ア

52 ウエイトリフティング 坂　典泰 ばん・のりやす 27 男 四日市工業高校
第70回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　成年男子
62kg級　スナッチ　クリーン＆ジャーク

優勝 平成27年9月27日 和歌山県 第2条2号ア ※平成25年度

53 ウエイトリフティング 小野　平伍 おの・ひょうご 18 男 四日市工業高校　3年
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　62kg級
優勝 平成27年8月2日 兵庫県 第2条2号ア

54 ウエイトリフティング 古屋敷拓也 こやしき・たくや 17 男 四日市工業高校　3年
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　クリーン＆ジャーク
優勝 平成27年8月3日 兵庫県 第2条2号ア

55 ウエイトリフティング 川村　正輝 かわむら・まさき 17 男 四日市工業高校　3年
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　＋105kg級
優勝 平成27年8月5日 兵庫県 第2条2号ア

56 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年度全国高等学校総合体育大会

ウエイトリフティング競技　85kg級
優勝 平成27年8月4日 兵庫県 第2条2号ア

57 ウエイトリフティング 石井　未来 いしい・みく 16 女 亀山高校　2年
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 平成27年3月14日 東京都 第2条2号ア

58 ソフトテニス 吉田　雄城 よしだ・ゆうき 20 男 近畿大学工業高専　5年
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

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

59 ソフトテニス 加藤　駿介 かとう・しゅんすけ 18 男 近畿大学工業高専　4年
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

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

60 ソフトテニス 内田　理久 うちだ・りく 17 男 三重高校　2年
第10回ソフトテニスジュニアジャパンカップ

U-17男子シングルス
優勝

平成27年11月14日
～

平成27年11月15日
宮崎県 第2条2号ア
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61 馬術 奥西　真弓 おくにし・まゆみ 32 女 名張乗馬クラブ
第70回国民体育大会

馬術競技
　成年女子　馬場馬術・自由演技馬場馬術

優勝
平成27年10月1日

～
平成27年10月5日

兵庫県 第2条2号ア ※平成26年度

62 フェンシング 大山　聖人 おおやま・せいと 21 男 日本大学　4年
第68回全日本フェンシング選手権大会

男子エペ団体戦
優勝

平成27年12月13日
～

平成27年12月16日
岩手県 第2条2号ア

63 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 21 男
日本

(日本大学　3年)
2015　世界選手権大会

フェンシング競技　男子エペ
出場

平成27年7月13日
～

平成27年7月19日
ロシア 第2条2号イ ※平成25年度

64 フェンシング 山田あゆみ やまだ・あゆみ 23 女
日本

(城北信用金庫)
2015　世界選手権大会

フェンシング競技　女子エペ
出場

平成27年7月13日
～

平成27年7月19日
ロシア 第2条2号イ ※平成25年度

65 柔道 戌亥　佑介 いぬい・ゆうすけ 17 男 近畿大学工業高専　3年
第50回全国高等専門学校体育大会

柔道競技　男子90ｋｇ級
優勝 平成27年8月23日 宮崎県 第2条2号ア

66 弓道 奥野　　瞬 おくの・しゅん 17 男 尾鷲高校　2年
第34回全国高等学校弓道選抜大会

男子個人の部
優勝

平成27年12月24日
～

平成27年12月26日
栃木県 第2条2号ア

67 剣道 和田　優人 わだ・ゆうと 15 男 正平館剣道スポーツ少年団
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

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

68 山岳 田嶋あいか たじま・あいか 16 女 津高校　2年
第18回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会

リード　女子　ユースＡ
優勝

平成27年8月14日
～

平成27年8月16日
富山県 第2条2号ア ※平成24年度

69 なぎなた 田中　康介 たなか・こうすけ 32 男
日本

(あけぼの学園高校)
第6回世界なぎなた選手権大会

男子　個人・団体
優勝 平成27年6月20日 カナダ 第2条3号イ ※平成19年度

70 日本拳法 岡本　敦美 おかもと・あつみ 18 女 藤ノ花女子高校　3年 第21回全日本拳法高校女子個人選手権大会 優勝 平成27年9月20日 大阪府 第2条2号ア

71 日本拳法 速水　　源 はやみ・げん 8 男
日本拳法教心館

（松阪市立第一小学校　2年）
第33回全日本拳法少年個人選手権大会

小学2年男子の部
優勝 平成27年9月20日 大阪府 第2条2号ア


