
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

馬場　　淳 ばば　あつし 富士電機(株)三重工場

前田　　巌 まえだ　いわお 第三銀行鵜方支店

成年男子C 選手 鳥山　真也 とりやま　しんや 鳥山商事㈱ ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 6位

山本　浩武 やまもと　ひろむ 松阪商業高校

久保　幸弘 くぼ　ゆきひろ 神戸高校

諏訪　達郎 すわ　たつろう 中央大学 《 四日市工業高校 》
100m
4×100mﾘﾚｰ

5位
4位

東　　魁輝 あずま　かいき NTN(株) 4×100mﾘﾚｰ 4位

田中　智則 たなか　とものり AGF鈴鹿(株) 800m 7位

衛藤　　昂 えとう　たかし AGF鈴鹿(株) 走高跳 1位

成少男子共通 選手 川瀬　孝則 かわせ　たかのり 日本体育大学 《 桑名高校 》 4×100mﾘﾚｰ 4位

成年女子 選手 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 3位

中脇　裕也 なかわき　ゆうや 鈴鹿工業高専 4×100mﾘﾚｰ 4位

塩澤　稀夕 しおざわ　きせき 伊賀白鳳高校 5000m 4位

少年男子B 選手 山路康太郎 やまじ　こうたろう 四日市工業高校 4×100mﾘﾚｰ 4位

少年男子共通 選手 河出　壱貫 かわで　いっかん 近畿大学工業高専 三段跳 8位

少年女子B 選手 床辺　彩乃 とこなべ　あやの
多気町松阪市学校組合立
多気中学校

砲丸投 6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

難波　　暉 なんば　あきら 中京大学 《 四日市市立常磐中学校 》
自由形50m
ﾘﾚｰ200m

5位
7位

甫本　研太 ほもと　けんた 筑波大学 《 松阪高校 》 ﾘﾚｰ200m 7位

三好　　達 みよし　たつる 愛知教育大学 《 名張西高校 》 ﾘﾚｰ200m 7位

荒木　優介 あらき　ゆうすけ 早稲田大学 《 暁高校 》 ﾘﾚｰ200m 7位

山本　健志 やまもと　けんし 尾鷲高校 自由形400m 8位

阪本　祐也 さかもと　ゆうや 三重高校 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ200m 2位

少年男子B 選手 谷口　　卓 たにぐち　たく 四日市市立三滝中学校 平泳ぎ100m 1位

少年女子B 選手 石田　紅葉 いしだ　もみじ 久居高校 平泳ぎ100m 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

3位
5位

監督兼選手 小野　鈴香 おの　すずか 特定非営利活動法人伊賀ＦＣくノ一

小池　彩乃 こいけ　あやの (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

草野　詩帆 くさの　しほ 特定非営利活動法人伊賀ＦＣくノ一

奥田　真歩 おくだ　まほ (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

堀川　夢加 ほりかわ　ゆめか 伊賀白鳳高校

吉村　　碧 よしむら　みどり (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

米丸　夏妃 よねまる　なつき 有限会社ＩＫ化工

大野　美知 おおの　みのり (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

紙島　乃晏 かみしま　のあ 鈴鹿大学短期大学部

倉谷　也海 くらたに　なるみ (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

藤江　沙樹 ふじえ　さき (株)ｴｸｾﾃﾞｨ

加藤　優子 かとう　ゆうこ 有限会社ＩＫ化工

武藤みどり むとう　みどり 亀山高校

中森　希美 なかもり　のぞみ 伊賀白鳳高校

藤岡　杏実 ふじおか　あみ 伊賀白鳳高校

山本　ひな やまもと　ひな 伊賀白鳳高校
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少年男子A

選手

選手

成年男子

成年男子 選手

少年男子A

監督

陸上競技

監督

選手

水泳
（競泳）

水泳
（飛込）

5位女子サッカー

監督

選手

スキー
監督
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監督 徳丸　真史 とくまるまさし 四日市工業高校

島袋　　将 しまぶくろ　しょう 早稲田大学 《 四日市工業高校 》

鈴木　保貴 すずき　やすたか 法政大学 《 四日市工業高校 》

監督 金山　敦思 かなやま　あつし 四日市商業高校

吉岡　希紗 よしおか　きさ 四日市商業高校

安部　有紗 あべ　ありさ 鈴鹿高校

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(株) 《 津高校 》 ｼﾝｸﾞﾙｽｶﾙ 8位

監督 神保　俊彦 じんぼ　としひこ 特別支援学校伊賀つばさ学園

藤原　昇平 ふじわら　しょうへい 相好体操ｸﾗﾌﾞ

小倉　佳祐 おぐら　けいすけ 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

大川　翔平 おおかわ　しょうへい 相好体操ｸﾗﾌﾞ

冨澤　祐太 とみざわ　ゆうた 相好体操ｸﾗﾌﾞ

村田　知也 むらた　ともや 松阪工業高校

高橋　侑希 たかはし　ゆうき 綜合警備保障(株) 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ57kg級 1位

成國　大志 なりくに　たいし 青山学院大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ61kg級 1位

藤波　勇飛 ふじなみ　ゆうひ 山梨学院大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ65kg級 1位

松尾　侑亮 まつお　ゆうすけ 専修大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰ74kg級 2位

女子 選手 角谷萌々果 かどや　ももか 至学館大学 《 鳥羽市立鳥羽東中学校 》 ﾌﾘｰ53kg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 1位

藤田　大貴 ふじた　だいき いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰ74kg級 5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 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 1位

監督 伊藤　秀郎 いとう　ひでお 津工業高校

谷口　龍帆 たにぐち　りゅうほ 津工業高校

西田　侑世 にしだ　ゆうせ 津工業高校

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

3位
3位

伊丹玲於奈 いたみ　れおな 日本大学 《 四日市工業高校 》
69kg級ｽﾅｯﾁ
69kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

6位
8位

山門　正宜 やまかど　まさのぶ 名古屋産業大学大学院
85kg級ｽﾅｯﾁ
85kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

4位
5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級ｽﾅｯﾁ
94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

4位
1位

女子 選手 石井　未来 いしい　みく 東京国際大学 《 亀山高校 》 -63kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 7位

駒田　雅希 こまだ　まさき 四日市中央工業高校
69kg級ｽﾅｯﾁ
69kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

3位
5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
1位

横山太偉雅 よこやま　たいが 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

監督 待田　浩一 まちだ　こういち (株)ﾃﾞﾝｿｰ

中村　友哉 なかむら　ともや 朝日大学 《 暁高校 》 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 6位

阿曽　圭佑 あそ　けいすけ (株)ｷﾅﾝ 《 暁高校 》 個人ﾛｰﾄﾞ･ﾚｰｽ 6位

監督兼ﾒｶﾆｼｬﾝ 百々　敦史 どど　あつし 朝明高校

選手 五味　大征 ごみ　たいせい 暁高校 1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 3位

選手

選手

テニス

成年男子

セーリング

成年男子

監督

成年男子
2位

8位

選手

ボート

少年女子

選手

6位

選手

体操

少年男子

少年男子

6位

成年男子

選手

420級

選手

成年男子

レスリング

監督

少年男子

少年男子

自転車競技

成年男子

監督 

ウエイトリフ
ティング

選手

選手
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監督 中村　　浩 なかむら　ひろし 伊勢工業高校

川淵　泰直 かわぶち　やすなお ﾖﾈｯｸｽ(株) 《 三重高校 》

萩原　聖哉 はぎはら　せいや 同志社大学 《 三重高校 》

産屋敷享泰 うぶやしき　たかやす 日本体育大学 《 三重高校 》

芝井幸太朗 しばい　こうたろう 大阪成蹊大学 《 三重高校 》

井上　太晴 いのうえ　たいせい 國學院大學 《 三重高校 》

監督 玉川　裕司 たまがわ　ゆうし 三重高校

内田　理久 うちだ　りく 三重高校

田邉　雅人 たなべ　まさと 三重高校

遠藤　爵由 えんどう　たかゆき 三重高校

古賀　亮志 こが　りょうじ 三重高校

橋本　旭陽 はしもと　あさひ 三重高校

監督 神崎　公宏 かんざき　きみひろ 三重高校

大貫　　彩 おおぬき　さやか 三重高校

中別府瑞希 なかべっぷ　みずき 三重高校

福田　麗優 ふくだ　りゆ 三重高校

久保　晴華 くぼ　はるか 三重高校

竹田　真樹 たけだ　まき 三重高校

監督 山下　浩幸 やました　ひろゆき 鳥羽市立神島中学校

下里　匡希 しもざと　まさき 宇治山田商業高校 団体 2位

滝田　　真 たきだ　まこと 志摩高校 団体 2位

城山　聖羅 しろやま　せいら 東洋大学 《 磯部中学校 》
団体
個人

2位
2位

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 6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
2位

長野　天祐 ながの　たかまさ 高田高校

吹戸　真由 ふきと　まゆ 高田高校

齋藤　希美 さいとう　のぞみ 高田高校

監督兼選手 松本　　優 まつもと　すぐる 鳥羽高校 ﾌﾙｰﾚ

鈴木　一平 すずき　いっぺい 三重テレビ放送(株) ﾌﾙｰﾚ

山田　　優 やまだ　まさる 日本大学 《 鳥羽高校 》 ﾌﾙｰﾚ

監督兼選手 大森　祐里 おおもり　ゆうり 特別支援学校伊賀つばさ学園 ｴﾍﾟ

相澤さつき あいざわ　さつき 津東高校 ｴﾍﾟ

山田あゆみ やまだ　あゆみ 城北信用金庫 《 鳥羽高校 》 ｴﾍﾟ

監督 多湖　賢治 たご　けんじ (株)ﾃﾞﾝｿｰ

奥田　佳和 おくだ　よしかず (株)安永

湯矢　　奨 ゆや　　しょう 住友電装(株)

和手慎太郎 わて　しんたろう 皇學館大學

監督 安野　智也 やすの　ともや 久居高校

選手 野末　綾菜 のずえ　あやな 久居高校 BRS40JW 8位

選手

監督

3位

5位

成年男子

団体障害飛越 5位

4位

6位

3位

選手

選手

1位

近的

成年男子

馬術

少年 選手

成年女子
選手

ライフル射撃

選手
少年男子

相撲 成年男子

ソフトテニス

成年男子

弓道

フェンシング

少年女子

選手

選手
少年女子
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監督 記虎　敏和 きとら　としかず （一社）ＰＥＡＲＬＳ

伊藤　絵美 いとう　えみ 住友電装(株)

玉井　希絵 たまい　きえ 菰野町立菰野中学校

山本さやか やまもと　さやか (株)日商

名渕　里美 なぶち　さとみ 三重県地域連携部ｽﾎﾟｰﾂ推進局

大島　千佳 おおしま　ちか mikiHOUSE

齋藤　聖奈 さいとう　せいな 住友電装(株)

山中　侑香 やまなか　ゆか (株)ライフステージ織りがみの郷

林　　明里 はやし　あかり 住友電装(株)

和田　萌里 わだ　もえり 朝明高校

玉寄　礼瑠 たまよせ　みちる 朝明高校

監督 濱口　洋輔 はまぐち　ようすけ 桑名西高校

選手 大城　海輝 おおしろ　かいき （公財）三重県体育協会 ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ200m
ｶﾇｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ･ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ500m

6位
5位

クレー射撃 トラップ 監督兼選手 柏木　孝則 かしわぎ　たかのり (株)ｵｰｸﾃｯｸ 3位

監督 柳川　弘行 やながわ　ひろゆき 桑名市役所

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
1位選手

5位

団体戦

成年男子

ラグビー
フットボール

女子
選手

少年男子ボウリング

カヌー
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