
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㈱三重工場

前田　　巌 まえだ　いわお 第三銀行

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 8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 NTN㈱ 100m 5位

衛藤　　昂 えとう　たかし AGF鈴鹿㈱ 走高跳 1位

中西　啄真 なかにし　たくま 大阪体育大学 《　伊勢工業高校　》 やり投 4位

名倉　千晃 なぐら　ちあき NTN㈱ 100m 1位

樫山　　楓 かしやま　かえで NTN㈱ 400m 7位

野呂　惇人 のろ　あつと 伊勢高校 棒高跳 2位

前川　昂輝 まえがわ　こうき 久居高校 ﾊﾝﾏｰ投 6位

少年女子B 選手 床辺　彩乃 とこなべ　あやの 松阪商業高校 砲丸投 4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 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
自由形100m

4位
5位

少年男子A 選手 阪本　祐也 さかもと　ゆうや 三重高校 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ200m 1位

少年男子B 選手 別所　　輝 べっしょ　ひかる 四日市高校 自由形50m 6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

1位
6位

北野　琢也 きたの　たくや ㈱ｽﾎﾟｰﾂ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

男子 選手 小林　祐馬 こばやし　ゆうま 鹿屋体育大学 《 海星高校 》 5km 7位

監督 川口　智央 かわぐち　ともひろ 四日市中央工業高校

萩村　直也 はぎむら　なおや 四日市中央工業高校

中野　太智 なかの　たいち 四日市中央工業高校

山田　凪航 やまだ　なぎ 四日市中央工業高校

後藤　豪斗 ごとう　ひでと 四日市中央工業高校

藤田　瑳騰 ふじた　さやと 四日市中央工業高校

長田　　紳 ながた　しん 四日市中央工業高校

相原　悠汰 あいはら　ゆうた 四日市中央工業高校

畑　翔太郎 はた　しょうたろう 四日市中央工業高校

谷　　建吾 たに　けんご 四日市中央工業高校

今田勇之介 いまだ　ゆうのすけ 稲生高校

鈴木　慶司 すずき　けいじ 稲生高校

監督 徳丸　真史 とくまる　まさし 四日市工業高校

吉岡　希紗 よしおか　きさ 四日市商業高校

吉田明日香 よしだ　あすか 四日市商業高校

監督 國吉　弘記 くによし　ひろき 四日市ﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾞﾑ

宇津　　輝 うづ　ひかる 日本大学 《 久居高校 》 ﾌﾗｲ級 5位

山辺　　蓮 やまべ　れん 龍谷大学 《 久居農林高校 》 ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 5位

監督 橋爪　幸彦 はしづめ　ゆきひこ 朝明高校

山北　渓人 やまきた　けいと 専修大学 《 いなべ総合学園高校 》 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ57kg級 2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 》 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ61kg級 5位

中田　　陽 なかた　よう 朝明高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ65kg級 5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 》 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ74kg級 1位

河野　隆太 こうの　りゅうた ㈱安信 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ130kg級 3位

監督 藤波　俊一 ふじなみ　としかず いなべ総合学園高校

弓矢　暖人 ゆみや　はると いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ50kg級 1位

基山仁太郎 もとやま　じんたろう いなべ総合学園高校 ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ66kg級 1位

加藤　万豊 かとう　かずと いなべ総合学園高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ55kg級 3位

山本　真聖 やまもと　しんせい 朝明高校 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ74kg級 3位

レスリング

成年男子

選手

少年男子
選手

テニス 少年女子
選手 7位

ボクシング
選手

成年男子

水泳
（水球）

少年男子
選手 6位

水泳
(ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰ

ﾀｰ)

監督

水泳
（競泳）

監督

水泳
（飛込）
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スキー
監督

陸上競技

監督

成年男子 選手

成年女子 選手

少年男子A 選手

監督
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杉谷　典明 すぎたに　のりあき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

成年男子 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 2位

成年女子 選手 河原　由佳 かわはら　ゆか 共栄火災海上保険㈱ ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 3位

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

伊藤　百矢 いとう　ももや 津工業高校

上山　竜誠 うえやま　りゅうせい 津工業高校 ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級 4位

少年女子 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

兼元　秀寿 かねもと　ひでとし ﾔﾅｾﾒﾃﾞｨｹｱｸﾞﾙｰﾌﾟ
53kg級ｽﾅｯﾁ
53kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

6位
3位

坂　　典泰 ばん　のりやす 杉の子特別支援学校 石薬師分校
62kg級ｽﾅｯﾁ
62kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

2位
2位

伊丹玲於奈 いたみ　れおな 日本大学 《 四日市工業高校 》 77kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 6位

山門　正宜 やまかど　まさのぶ 名古屋産業大学大学院 《 四日市中央工業高校 》
85kg級ｽﾅｯﾁ
85kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

3位
2位

女子 選手 山本　真鼓 やまもと　まこ 名古屋産業大学 -63kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ 7位

清水　　晶 しみず　あきら 四日市中央工業高校
77kg級ｽﾅｯﾁ
77kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

6位
3位

荒川　大輝 あらかわ　だいき 四日市工業高校
94kg級ｽﾅｯﾁ
94kg級ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

5位
6位

監督 櫛田　亮介 くしだ　りょうすけ （特非）三重花菖蒲ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

万谷　由衣 まんたに　ゆい ㈱鈴鹿電設

山根エレナ やまね　えれな ㈱ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

中田　夏海 なかた　なつみ ㈱ｽｽﾞｶ未来

佐野　陽子 さの　ようこ おふくろさん弁当

林　　美里 はやし　みさと ㈱ﾎﾝﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

多田　仁美 ただ　ひとみ ㈱ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ鈴鹿

島居　宏汀 しまい　ひろみ ㈱ﾚｸﾞﾙｽ

近藤保乃佳 こんどう　ほのか ㈱日商

花村　美香 はなむら　みか ㈱ﾌﾛｰﾗ

森本方乃香 もりもと　ほのか (医)誠仁会ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ高塚

大畑　美沙 おおはた　みさ 川越高校

加藤　夕貴 かとう　ゆき ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ

監督 蛭川　健司 ひるかわ けんじ 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

東川　佑花 ひがしがわ　ゆうか 四日市商業高校

森　　琴音 もり　ことね 四日市商業高校

小川　菜花 おがわ　なのは 四日市商業高校

村田　乃恵 むらた　のえ 四日市商業高校

渡邉　藻香 わたなべ　もか 四日市商業高校

服部沙也加 はっとり　さやか 四日市商業高校

川島菜々子 かわしま　ななこ 四日市商業高校

中西　玲奈 なかにし　れな 四日市商業高校

伊藤　菜那 いとう　なな 四日市商業高校

相賀　百音 おうが　もね いなべ総合学園高校

古川　　瞳 ふるかわ　ひとみ 四日市商業高校

ハンドボール

成年女子
選手 5位

少年女子
選手 5位

5位

ウエイトリ
フティング

監督

成年男子 選手

少年男子 選手

セーリング

監督

監督

少年男子 選手
420級
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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 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ電材三重㈱ 《 三重高校 》

萩原　聖哉 はぎはら　せいや ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ電材三重㈱ 《 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 》

芝井幸太朗 しばい　こうたろう 大阪成蹊大学 《 三重高校 》

内田　理久 うちだ　りく 早稲田大学 《 三重高校 》

監督 神崎　公宏 かんざき　きみひろ 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

土井あんず どい　あんず 三重高校

福田　麗優 ふくだ　りゆ 三重高校

松永　花緒 まつなが　かお 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 4位

滝田　　真 たきだ　まこと 志摩高校 団体 4位

城山　聖羅 しろやま　せいら 東洋大学 《 志摩市立磯部中学校 》
団体
個人

4位
1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
国体総合馬術

7位
5位

選手兼ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ 水谷　亜紀 みずたに　あき ﾍﾞﾙﾎｰｽﾌｧｰﾑ 二段階障害飛越 6位

選手 北川　真弓 きたがわ　まゆみ 名張乗馬ｸﾗﾌﾞ 馬場馬術 3位

監督兼選手 松本　　優 まつもと　すぐる 鳥羽高校
ﾌﾙｰﾚ
ｴﾍﾟ

6位
2位

山田　　優 やまだ　まさる 自衛隊体育学校 《 鳥羽高校 》
ﾌﾙｰﾚ
ｴﾍﾟ

6位
2位

池畑亮太朗 いけはた　りょうたろう 明治大学 《 海星高校 》
ﾌﾙｰﾚ
ｴﾍﾟ

6位
2位

多湖　賢治 たご　けんじ ㈱ﾃﾞﾝｿｰ

奥田　佳和 おくだ　よしかず ㈱安永

小阪　飛星 こさか　ひしょう 桑名市役所

湯矢　　奨 ゆや　　しょう 住友電装㈱

小阪　純星 こさか　じゅんせい 松阪工業高校

青井　海斗 あおい　かいと 松阪工業高校

田畑　竜紀 たばた　たつのり 伊勢学園高校

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㈱

玉井　希絵 たまい　きえ ｴｲﾜﾃｯｸ㈱

山本さやか やまもと　さやか ㈱日商

大島　千佳 おおしま　ちか mikiHOUSE

齊藤　聖奈 さいとう　せいな 住友電装㈱

山中　侑香 やまなか　ゆか ㈱ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞ

三谷　咲月 みたに　さつき 鈴鹿工業高専

杉本　七海 すぎもと　ななみ 関西大学大学院

舩橋　那緒 ふなはし　なお 流通科学大学

和田　萌里 わだ　もえり 朝明高校

監督 田嶋　則之 たじま　のりゆき 田嶋税理士事務所

義村　　萌 よしむら　もえ 愛知淑徳大学

田嶋あいか たじま あいか 慶應義塾大学 《 津高校 》

濱口　洋輔 はまぐち　ようすけ 桑名西高校

成年女子 選手 日沖　　悠 ひおき　ゆう 四日市市立西朝明中学校 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

5位
7位

奈須　和光 なす かずみつ 和接骨院

成年男子 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 5位

監督 鈴木　啓二 すずき　けいじ 伊賀白鳳高校

山中　　頌 やまなか　しょう いなべ総合学園高校 団体 2位

八太　大和 はった　やまと 三重高校 団体 2位

伊藤　刻矢 いとう　ときや 三重高校
団体
個人

2位
6位

選手

カヌー

空手道

ゴルフ 少年男子

監督

監督

ラグビー
フットボー

ル
女子

選手 5位

山岳 成年女子
選手

ﾘｰﾄﾞ
ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

2位
7位

遠的 5位

少年男子 選手
近的
遠的

4位
4位

フェンシング 成年男子
選手

弓道

監督

成年男子 選手

相撲 成年男子
選手

馬術

監督

成年女子

ソフトテニス

成年男子
選手 2位

少年女子
選手 2位


