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1 水泳 村上　和基 むらかみ・かずき 男
(公財)三重県体育協会

（ＪＳＳ白子スイミングスクール）

第73回国民体育大会
水泳競技　飛込　成年男子

高飛込
優勝

平成30年9月15日
～

平成30年9月17日
石川県 第２条２号ア

2 水泳 島田　綾乃 しまだ・あやの 女
日本

みえA.S.C
鈴鹿市立加佐登小学校　6年

チェコクリスマスプライズ2018
デュエット

2位
平成30年11月30日

～
平成30年12月2日

チェコ 第２条２号イ

3 カヌー 大城　海輝 おおしろ・かいき 男
日本

（(公財)三重県体育協会）
第18回アジア競技大会

カヌー競技　男子カナディアンシングル1000m
出場

平成30年8月29日
～

平成30年9月1日
インドネシア 第２条２号イ

4 カヌー 小島　大地 こじま・だいち 男
日本

（(公財)三重県体育協会）
カヌースラロームジュニア・U-23世界選手権大会

男子カヤックシングル
出場

平成30年7月17日
～

平成30年7月22日
イタリア 第２条２号イ

5 カヌー 竹内　滉基 たけうち・こうき 男
日本

桑名西高校　3年
四日市カヌークラブ

2018世界カヌーマラソン選手権
男子カナディアンシングル26.2km

出場
平成30年9月5日

～
平成30年9月9日

ポルトガル 第２条２号イ

6 カヌー 太田光多朗 おおた・こうたろう 男
日本

桑名西高校　3年
四日市カヌークラブ

2018世界カヌーマラソン選手権
ジュニア男子カナディアンシングル19km

出場
平成30年9月5日

～
平成30年9月9日

ポルトガル 第２条２号イ

7 ボウリング 飯田　　剛 いいだ・つよし 男
日本

三重県ボウリング連盟
鈴鹿グランドクラブ

第15回アジアシニアボウリング選手権大会
男子シニア部門　4人チーム戦

優勝
平成30年12月9日

～
平成30年12月17日

日本 第２条３号イ ※平成28年度

8 ボウリング 加藤　勇紀 かとう・ゆうき 男 扶桑工機(株)北勢工場
第56回全日本ボウリング選手権大会

男子マスターズ戦
優勝

平成30年3月22日
～

平成30年3月25日
愛知県 第２条２号ア

9 ボウリング 吉川　朋子 よしかわ・ともこ 女
日本

三重県ボウリング連盟
鈴鹿グランドクラブ

第15回アジアシニアボウリング選手権大会
女子グランドシニア部門　4人チーム戦

3位
平成30年12月9日

～
平成30年12月17日

日本 第２条３号イ ※平成25年度

10 ボウリング 森下　元喜 もりした・げんき 男
鈴鹿グランドクラブ

（津市立豊が丘小学校　6年）
第9回全日本小学生ボウリング競技大会

小学6年生　男子の部
優勝

平成30年8月4日
～

平成30年8月5日
愛知県 第２条２号ア

11 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 男 AGF鈴鹿(株)
第102回日本陸上競技選手権大会

男子　走高跳
優勝

平成30年6月22日
～

平成30年6月24日
山口県 第２条２号ア

※平成21年度
第18回アジア競技大会
出場

12 陸上競技 中脇　裕也 なかわき・ゆうや 男 鈴鹿工業高等専門学校　5年
第53回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子100ｍ
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
熊本県 第２条２号ア

13 陸上競技 小林　俊介 こばやし・しゅんすけ 男 近畿大学工業高等専門学校　5年
第53回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子棒高跳
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
熊本県 第２条２号ア

14 陸上競技 上山　紘輝 うえやま・こうき 男
日本

（近畿大学　1年）
第17回Ｕ20世界陸上競技選手権大会

男子　200ｍ・4×100ｍＲ
出場

平成30年7月10日
～

平成30年7月15日
フィンランド 第２条２号イ

15 陸上競技 世古　　和 せこ・のどか 女 乗馬クラブクレイン
第102回日本陸上競技選手権大会

女子　100ｍ
優勝

平成30年6月22日
～

平成30年6月24日
山口県 第２条２号ア

※平成21年度
第18回アジア競技大会
出場　他

16 陸上競技 森林　未来 もりばやし・みく 女
日本

（(株)デンソー）
第17回Ｕ20世界陸上競技選手権大会

女子　5000ｍ
出場

平成30年7月10日
～

平成30年7月15日
フィンランド 第２条２号イ
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17 陸上競技 伊藤　　陸 いとう・りく 男 近畿大学工業高等専門学校　3年
第53回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子三段跳・走幅跳
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
熊本県 第２条２号ア

18 陸上競技 岡　　拓矢 おか・たくや 男 大橋学園高校　2年
第53回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会

男子　三段跳
優勝

平成30年8月9日
～

平成30年8月12日
東京都 第２条２号ア

19 陸上競技 本田　基偉 ほんだ・もとい 男 近畿大学工業高等専門学校　2年
第53回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子走高跳
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
熊本県 第２条２号ア

20 陸上競技 大門　あい おおかど・あい 女 鈴鹿工業高等専門学校　2年
第53回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　女子走高跳
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
熊本県 第２条２号ア

21 テニス 堤　　隆貴 つつみ・りゅうき 男
三重グリーンテニスクラブ

（四日市市立西陵中学校　3年）
Widjojo Soejono MNC GROUP PELINDOⅢ

男子シングルス
優勝

平成30年10月16日
～

平成30年10月21日
インドネシア 第２条２号イ AGS International Junior

Championships　3位

22 テニス 山中　朝陽 やまなか・あさひ 男
鈴鹿ジュニアチーム

（鈴鹿市立大木中学校　2年）
2017年度　第4回JPTA ALL JAPAN JUNIOR TENNIS TOURNAMENT

14歳以下男子シングルス
優勝

平成30年2月15日
～

平成30年2月17日
福岡県 第２条２号ア

23 テニス 眞田　将吾 さなだ・しょうご 男
三重グリーンテニスクラブ

（海星中学校　2年）
2018RSK全国選抜ジュニアテニス大会

男子シングルス
優勝

平成30年10月12日
～

平成30年10月14日
岡山県 第２条２号ア ※平成29年度

24 テニス 吉岡　希紗 よしおか・きさ 女 四日市商業高校　2年
第40回全国選抜高校テニス大会

女子シングルス
優勝

平成30年3月20日
～

平成30年3月26日
福岡県 第２条２号ア

25 体操 足立　将磨 あだち・しょうま 男 相好トランポリンクラブ
第5回全日本タンブリング・ダブルミニトランポリン競技年齢別選手権大会

ダブルミニトランポリン　男子オープン
優勝

平成30年7月7日
～

平成30年7月8日
静岡県 第２条２号ア

26 体操 安里　圭亮 あさと・けいすけ 男
日本

（相好体操クラブ）
2018ワールドチャレンジカップハンガリー大会

男子跳馬
優勝

平成30年9月21日
～

平成30年9月23日
ハンガリー 第２条２号イ

27 体操 永吉　　雄 ながよし・ゆう 男
日本

（相好体操クラブ）
2018アフリカ・サファリ・インターナショナル大会

男子団体総合
優勝

平成30年7月20日
～

平成30年7月21日
南アフリカ 第２条２号イ

28 体操 長﨑　柊人 ながさき・しゅうと 男 暁高校　3年
平成30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　あん馬
優勝

平成30年8月4日
～

平成30年8月6日
静岡県 第２条２号ア 2018全日本ジュニア体操

競技選手権大会　優勝

29 体操 峯野　葵子 みねの・あこ 女
相好体操クラブ

（四日市市立三滝中学校　2年）
2018全日本ジュニア体操競技選手権大会

女子Aクラス　跳馬
優勝

平成30年8月12日
～

平成30年8月13日
神奈川県 第２条２号ア

30 レスリング 河野　隆太 こうの・りゅうた 男 あづまフーズ(株)
第66回全日本社会人レスリング選手権大会

男子グレコローマンスタイル130kg級
優勝

平成30年7月6日
～

平成30年7月8日
埼玉県 第２条２号ア ※平成27年度

31 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 男
日本

（ALSOK）
2018年世界レスリング選手権大会

男子フリースタイル57kg級
3位

平成30年10月20日
～

平成30年10月28日
ハンガリー 第２条３号イ ※平成21年度

32 レスリング 中田　　陽 なかた・よう 男 朝明高校
第66回全日本社会人レスリング選手権大会

男子フリースタイル61kg級
優勝

平成30年7月6日
～

平成30年7月8日
埼玉県 第２条２号ア ※平成19年度
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33 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 男
日本

（山梨学院大学　4年）
第18回アジア競技大会

レスリング競技　男子フリースタイル74kg級
3位

平成30年8月19日
～

平成30年8月22日
インドネシア 第２条３号イ ※平成21年度

34 レスリング 藤田　雄大 ふじた・ゆうだい 男
日本

（青山学院大学　4年）
2018年世界大学レスリング選手権大会

男子フリースタイル57kg級
優勝

平成30年9月4日
～

平成30年9月9日
ブラジル 第２条３号イ ※平成28年度

35 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 男 日本体育大学　1年
明治杯

平成30年度全日本選抜レスリング選手権大会
男子フリースタイル　70kg級

優勝
平成30年6月14日

～
平成30年6月17日

東京都 第２条２号ア ※平成19年度

36 レスリング 伊藤　彩香 いとう・あやか 女 東新住建(株)
明治杯

平成30年度全日本選抜レスリング選手権大会
女子フリースタイル　65kg級

優勝
平成30年6月14日

～
平成30年6月17日

東京都 第２条２号ア ※平成26年度

37 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 女
日本

（東新住建(株)）
2018年女子ワールドカップ 優勝

平成30年3月17日
～

平成30年3月18日
日本 第２条３号イ ※平成18年度

38 レスリング 角谷萌々果 かどや・ももか 女
日本

（アイシン・エィ・ダブリュ(株)）
2018年U-23世界レスリング選手権大会

女子53kg級
優勝

平成30年11月12日
～

平成30年11月18日
ルーマニア 第２条３号イ ※平成18年度

39 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 女
日本

（至学館大学　3年）
2018年世界レスリング選手権大会

女子　55kg級
優勝

平成30年10月20日
～

平成30年10月28日
ハンガリー 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 女
日本

（至学館大学　2年）
2018年世界レスリング選手権大会

女子　53kg級
優勝

平成30年10月20日
～

平成30年10月28日
ハンガリー 第２条３号イ ※平成20年度

41 レスリング 弓矢　健人 ゆみや・けんと 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立大安中学校　3年）
平成30年度第44回全国中学生レスリング選手権大会

男子の部　47kg級
優勝

平成30年6月9日
～

平成30年6月10日
茨城県 第２条２号ア ※平成29年度

42 レスリング 向田　旭登 むかいだ・あきと 男
四日市ジュニアレスリングクラブ

(四日市市立南中学校　3年)

平成30年度　東京都知事杯
第9回全国中学選抜レスリング選手権大会

男子の部　44kg級
優勝

平成30年11月23日
～

平成30年11月25日
東京都 第２条２号ア ※平成28年度

43 レスリング 田島　　宗 たじま・そう 男
いなべレスリングクラブ

（四日市市立県小学校　4年）
第22回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

男子の部　4年生　+45kg級
優勝

平成30年2月24日
～

平成30年2月25日
東京都 第２条２号ア

44 レスリング 山本　和佳 やまもと・のどか 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志中学校　3年）

2018年クリッパン女子国際大会
カデットの部　73kg級

優勝
平成30年2月16日

～
平成30年2月17日

スウェーデン 第２条２号イ ※平成28年度

45 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 女
日本

いなべレスリングクラブ
四日市市立西朝明中学校　3年

2018年世界カデットレスリング選手権大会
女子の部　49kg級

優勝
平成30年7月2日

～
平成30年7月8日

クロアチア 第２条３号イ ※平成25年度

46 レスリング 眞柄　美和 まがら・みわ 女
日本

四日市ジュニアレスリングクラブ
四日市市立常盤中学校　2年

2018年U-15女子レスリングアジア選手権大会
42kg級

2位 平成30年11月16日 日本 第２条３号イ ※平成29年度

47 レスリング 川村　百花 かわむら・ももか 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　6年）
第22回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

女子の部　6年生　36kg級
優勝

平成30年2月24日
～

平成30年2月25日
東京都 第２条２号ア ※平成29年度

48 レスリング
ビャンバスレン・

ハリウン
びゃんばすれん・

はりうん
女

一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志西小学校　6年）

第22回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子の部　6年生　45kg級

優勝
平成30年2月24日

～
平成30年2月25日

東京都 第２条２号ア
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49 レスリング 吉田七名海 よしだ・ななみ 女
一志ジュニアレスリング教室

（津市立一志西小学校　6年）
平成30年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会

小学5・6年の部　33kg級
優勝

平成30年4月1日
～

平成30年4月2日
三重県 第２条２号ア ※平成28年度

50 レスリング 小川　凜佳 おがわ・りんか 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　6年）

平成30年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
小学5・6年の部　36kg級

優勝
平成30年4月1日

～
平成30年4月2日

三重県 第２条２号ア ※平成28年度

51 レスリング 吉田千沙都 よしだ・ちさと 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立大三小学校　5年）

第22回全国少年少女選抜レスリング選手権大会
女子の部　5年生　40kg級

優勝
平成30年2月24日

～
平成30年2月25日

東京都 第２条２号ア ※平成27年度

52 レスリング 小塚　菜々 こづか・なな 女
いなべレスリングクラブ

（桑名市立深谷小学校　4年）
平成30年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会

小学3・4年の部　30kg級
優勝

平成30年4月1日
～

平成30年4月2日
三重県 第２条２号ア

53 ウエイトリフティング 岡　　龍弥 おか・りゅうや 男 金沢学院大学　4年
平成30年度第64回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会

77kg級
優勝

平成30年4月27日
～

平成30年4月29日
大阪府 第２条２号ア

54 ウエイトリフティング 川村　正輝 かわむら・まさき 男 日本大学　3年
平成30年度第64回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会

+105kg級
優勝

平成30年4月27日
～

平成30年4月29日
大阪府 第２条２号ア

55 ウエイトリフティング 石井　未来 いしい・みく 女 東京国際大学　3年
第18回アジア競技大会

ウエイトリフティング競技　女子69kg級
出場

平成30年8月20日
～

平成30年8月27日
インドネシア 第２条２号イ

第32回全日本女子ウエイ
トリフティング選手権大会
優勝

56 ウエイトリフティング 増田　竜星 ますだ・りゅうせい 男 亀山高校　3年
平成30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　94kg級
優勝

平成30年8月2日
～

平成30年8月6日
三重県 第２条２号ア 第73回国民体育大会　優

勝

57 ウエイトリフティング 儀賀　輝夢 ぎが・らいむ 男 四日市市立羽津中学校　3年
平成30年度第32回全国男子中学生ウエイトリフティング競技選手権大会

50kg級
優勝

平成30年8月18日
～

平成30年8月19日
兵庫県 第２条２号ア

58 卓球 前出　陸杜 まえで・りくと 男
松生TTC

（津市立東観中学校　2年）

JOCジュニアオリンピックカップ2018
平成30年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）

14歳以下男子シングルス
優勝

平成30年11月2日
～

平成30年11月4日
宮城県 第２条２号ア ※平成28年度

59 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 男
日本

（自衛隊体育学校）
第18回アジア競技大会

フェンシング競技　男子エペ団体
優勝

平成30年8月19日
～

平成30年8月24日
インドネシア 第２条３号イ ※平成25年度

60 フェンシング 山田あゆみ やまだ・あゆみ 女
日本

（城北信用金庫）
第18回アジア競技大会

フェンシング競技　女子エペ団体
3位

平成30年8月19日
～

平成30年8月24日
インドネシア 第２条３号イ ※平成25年度

61 柔道 坂山　　凛 さかやま・りんか 女
松阪市武道館柔道教室

（松阪市立徳和小学校　5年）
平成30年度第15回全国小学生学年別柔道大会

小学5年生女子40kg級
優勝 平成30年8月26日 山口県 第２条２号ア

62 山岳 渡部　桂太 わたべ・けいた 男
日本

（住友電装(株)）
IFSC-ACCクライミングアジア選手権倉吉2018

男子　ボルダリング
2位

平成30年11月7日
～

平成30年11月11日
日本 第２条３号イ ※平成27年度

63 山岳 義村　　萌 よしむら・もえ 女
日本

（愛知淑徳大学　4年）
FISU世界大学スポーツクライミング選手権大会2018

女子　リード
出場

平成30年6月20日
～

平成30年6月23日
スロバキア共和国 第２条２号イ ※平成26年度

64 山岳 田嶋あいか たじま・あいか 女
日本

（慶應義塾大学　2年）
IFSC　クライミング・ワールドカップ厦門2018

女子　リード
出場

平成30年10月27日
～

平成30年10月28日
中国 第２条２号イ ※平成24年度
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65 日本拳法 横井　竜太 よこい・りゅうた 男 桜丘高校　3年 第48回全日本拳法高校男子個人選手権大会 優勝 平成30年9月16日 大阪府 第２条２号ア ※平成23年度

66 日本拳法 三根　鷹宗 みね・たかむね 男
日本拳法永心会

（伊賀市立壬生野小学校　2年）
第36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30年9月16日 大阪府 第２条２号ア

67 日本拳法 有田茉優花 ありた・まゆか 女
松阪西日本拳法会

（松阪市立幸小学校　2年）
第36回全日本拳法少年個人選手権大会

小学2年女子の部
優勝 平成30年9月16日 大阪府 第２条２号ア

68 日本拳法 上村　真彩 うえむら・まあや 女
嬉野拳友会

（松阪市立港小学校　1年）
第36回全日本拳法少年個人選手権大会

小学1年女子の部
優勝 平成30年9月16日 大阪府 第２条２号ア

69 パワーリフティング 伊藤　高行 いとう・たかゆき 男
日本

（近畿日本鉄道(株)）
第6回世界クラシックパワーリフティング選手権大会

マスターズⅡ　74kg以下級
優勝

平成30年6月6日
～

平成30年6月17日
カナダ 第２条３号イ ※平成29年度

70 パワーリフティング 辻　　紀子 つじ・のりこ 女
日本

（TSUJI'S Gym）
第6回世界クラシックパワーリフティング選手権大会

マスターズⅡ　47kg以下級
3位

平成30年6月6日
～

平成30年6月17日
カナダ 第２条３号イ ※平成27年度

71 障がい者スポーツ 細川　宏史 ほそかわ・ひろし 男 日本
((一社)日本身体障がい者水泳連盟)

インドネシア2018アジアパラ競技大会
水泳競技　男子100m自由形・400m自由形　S7

出場
平成30年10月6日

～
平成30年10月13日

インドネシア 第２条２号イ

72 障がい者スポーツ 望月　貴裕 もちづき・たかひろ 男
日本

NPO法人日本障害者
スポーツ射撃連盟

インドネシア2018アジアパラ競技大会
射撃競技　男子10mエアライフル　SH1

出場
平成30年10月6日

～
平成30年10月13日

インドネシア 第２条２号イ

73 フリーダイビング 大井　慎也 おおい・しんや 男
日本

（シレーナ）
AIDA世界選手権2018　プール個人戦

STA・DNF・DYN
出場

平成30年6月23日
～

平成30年7月1日
セルビア 第２条２号イ

74 フリーダイビング 大井沙矢加 おおい・さやか 女
日本

（シレーナ）
AIDA世界選手権2018　プール個人戦

STA・DYN
出場

平成30年6月23日
～

平成30年7月1日
セルビア 第２条２号イ


