
場所：津センターパレス（津市）

体育功労者賞  1名 特別優秀監督賞  2名
役　　　　　職 備     考 競 技 名 備     考

1 水泳 1 名

2 レスリング 1 名

計 1 名 計 2 名

特別優秀選手賞  7名 優秀監督賞  19名
競 技 名 備     考 競 技 名 備     考

1 サッカー 3 名 1 水泳 1 名

2 レスリング 1 名 2 ヨット 1 名

3 フェンシング 1 名 3 カヌー 1 名

4 柔道 1 名 4 陸上競技 3 名

5 障がい者スポーツ 1 名 5 体操 3 名

計 7 名 6 レスリング 5 名

7 レスリング（高体連） 1 名

優秀選手賞  92名 8 ウエイトリフティング 3 名

競 技 名 備    考 9 馬術 1 名

1 水泳 10 名 計 19 名

2 ヨット 1 名

3 カヌー 1 名 特別優秀チーム賞   1団体
4 ボウリング 6 名 競 技 名 備     考

5 陸上競技 12 名 1 ラグビーフットボール 14 名 監督2名、選手12名

6 テニス 4 名 計 14 名 １団体

7 体操 3 名

8 レスリング 30 名 優秀チーム賞  6団体
9 ウエイトリフティング 9 名 競 技 名 備     考

10 馬術 1 名 1 ボウリング 2 名 監督兼選手1名、選手1名

11 フェンシング 2 名 2 ボウリング 3 名 監督1名、選手2名

12 ラグビーフットボール 2 名 3 サッカー 16 名 監督兼選手1名、選手15名

13 日本拳法 2 名 4 テニス 3 名 監督1名、選手2名

14 パワーリフティング 1 名 5 フェンシング 3 名 監督兼選手1名、選手2名

15 障がい者スポーツ 8 名 6 ラグビーフットボール 11 名 監督兼選手1名、選手10名

計 92 名 計 38 名 6団体

スポーツ優良団体賞  3団体
備     考

1

2

3

3団体

令和元年度（公財）三重県体育協会表彰被表彰者一覧
        表彰式　　 日時：令和2年2月19日（水）　15時00分～

人　　　数 人　　　数

人　　　数

1

人　　　数

人　　　数

団 体 名

四日市水泳協会

四日市市バドミントン協会

NPO法人四日市サッカー協会

計

三重県体育協会前副理事長
(NPO法人鈴鹿市体育協会会長)

1 名

人　　　数

人　　　数



№ 役員 名前 ふりがな 性別 備考

1
三重県体育協会

前副理事長
（学識経験者）

熊沢　逸雄 くまざわ・いつお 男 第２条第１号ア

令和元年度（公財）三重県体育協会表彰被表彰者・被表彰チーム名簿
（表彰対象期間：H31.1.1～R1.12.31）

体育功労者賞（表彰規程第２条第１号関係）

功　績 在任期間（年度）

平成20年度から平成29年度での5期・10年を本協会理事及び副理事長として務
め、本協会の運営に貢献された。
また、NPO法人鈴鹿市体育協会の会長として、本県の競技力向上やスポーツの
普及に多大な貢献をされた。

    理　　　事：平成20年度～平成21年度
    副理事長：平成22年度～平成24年9月
    理　　　事：平成24年10月～平成26年度
    副理事長：平成27年度～平成29年度

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 サッカー 田畑　輝樹 たばた・てるき 男
日本

（ヴィアティン三重BS）
AFCビーチサッカー選手権　タイ2019 優勝

平成31年3月7日
～

平成31年3月17日
タイ 第２条３号イ

国際大会
3位以内入賞

2 サッカー 小牧　正幸 こまき・まさゆき 男
日本

（ヴィアティン三重BS）
AFCビーチサッカー選手権　タイ2019 優勝

平成31年3月7日
～

平成31年3月17日
タイ 第２条３号イ

国際大会
3位以内入賞

3 サッカー 宜野座寛也 ぎのざ・ともや 男
日本

（ヴィアティン三重BS）
AFCビーチサッカー選手権　タイ2019 優勝

平成31年3月7日
～

平成31年3月17日
タイ 第２条３号イ

国際大会
3位以内入賞

4 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　5年）
平成31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31年4月2日
～

平成31年4月3日
東京都 第２条３号ア 3年連続

5 フェンシング
ウエディシンハ・

ジュン
うえでぃしんは・

じゅん
男 日本

（立命館大学　2年）
2019ジュニア男子エペフェンシングワールドカップ　東京大会

男子エペ個人戦
優勝 平成31年1月5日 日本 第２条３号イ

国際大会
3位以内入賞
アジアジュニア選手権大会　男子エペ団
体戦　3位

6 柔道 原沢　久喜 はらさわ・ひさよし 男
日本

（（株）百五銀行）
2019世界柔道選手権東京大会

男子100kg超級
2位

令和元年8月25日
～

令和元年9月1日
日本 第２条３号イ

国際大会
3位以内入賞

7 障がい者スポーツ 菰方　里菜 こもかた・りな 女
日本

(一社)日本ろう者テニス協会
四日市商業高校　2年

第2回世界デフテニス選手権大会
女子ダブルス

優勝
令和元年10月12日

～
令和元年10月19日

トルコ 第２条３号イ
国際大会
3位以内入賞

特別優秀選手賞（表彰規程第2条第3号関係） ※備考欄記載の大会は、受賞大会以外の成績

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 水泳 金谷　優気 かなや・ゆうき 男 JFE京浜
第2回日本社会人選手権水泳競技大会

男子 4×100mメドレーリレー
優勝

令和元年11月9日
～

令和元年11月10日
静岡県 第２条２号ア

2 水泳 難波　暉 なんば・あきら 男
日本

（新東工業（株））
第18回世界水泳選手権大会
男子　4×100mフリーリレー

出場
令和元年7月12日

～
令和元年7月28日

韓国 第２条２号イ

3 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 男
東洋大学 2年

(大紀スイミングクラブ)
第61回日本選手権（25m）水泳競技大会

200ｍバタフライ
優勝

令和元年10月26日
～

令和元年10月27日
東京都 第２条２号ア ※平成26年度

4 水泳 畑　翔太郎 はた・しょうたろう 男 四日市中央工業高校 3年 第10回アジアエージグループ水球競技選手権 優勝
令和元年9月24日

～
令和元年10月2日

インド 第２条２号イ

5 水泳 山田　凪航 やまだ・なぎ 男 四日市中央工業高校 3年 第10回アジアエージグループ水球競技選手権 優勝
令和元年9月24日

～
令和元年10月2日

インド 第２条２号イ

6 水泳 春日　瑛士 かすが・えいじ 男
三重ダイビングクラブ

（四日市市立中央小学校　6年）
第42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

9～11歳男子　1m飛板飛込
優勝

令和元年8月22日
～

令和元年8月25日
大阪府 第２条２号ア

全国JOCジュニアオリン
ピックカップ　春季水泳競
技大会 優勝

7 水泳 岩野　夏帆 いわの・かほ 女 秀明大学  2年 FINA水球世界ジュニア選手権2019（女子） 出場
令和元年9月9日

～
令和元年9月15日

ポルトガル 第２条２号イ

8 水泳 種田なつは たねだ・なつは 女
日本

みえA.S.C
ｾﾝﾄﾖｾﾞﾌ女子学園中学校　3年

第1回ＦＩＮＡ ＡＳ世界ユース選手権大会
チーム・フリーコンビネーション

出場
令和元年8月28日

～
令和元年9月1日

スロバキア 第２条２号イ

9 水泳 島田　綾乃 しまだ・あやの 女
日本

みえA.S.C
鈴鹿市立白鳥中学校　1年

第1回ＦＩＮＡ ＡＳ世界ユース選手権大会
チーム・フリーコンビネーション

出場
令和元年8月28日

～
令和元年9月1日

スロバキア 第２条２号イ

10 水泳 坪井麗美伽 つぼい・れみか 女
日本

みえA.S.C
津市立豊が丘小学校　6年

ロシアン・マトリョーシュカ大会
ソロ

出場
令和元年12月12日

～
令和元年12月15日

ロシア 第２条２号イ

11 ヨット 多田　桃子 ただ・ももこ 女 三重トヨタ自動車（株）
第74回国民体育大会

セーリング競技　成年女子　レーザーラジアル級
優勝

令和元年9月29日
～

令和元年10月2日
茨城県 第２条２号ア

12 カヌー 日沖　　悠 ひおき・ゆう 女
四日市カヌークラブ
（桑名西高校　2年）

令和元年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会
女子カナディアンシングル　500m・200m

優勝
令和元年8月19日

～
令和元年8月22日

山梨県 第２条２号ア ※平成30年度

13 ボウリング 髙木　裕太 たかぎ・ゆうた 男 三重県ボウリング連盟
第57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31年3月21日
～

平成31年3月24日
愛知県 第２条２号ア

14 ボウリング 澤田　英子 さわだ・えいこ 女 伊賀忍クラブ
第52回全日本シニアボウリング選手権大会

女子ハイシニア部門　選手権者決定戦
優勝

令和元年6月21日
～

令和元年6月23日
愛知県 第２条２号ア

15 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 女
三重県ボウリング連盟

桑名クラブ
第32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

令和元年6月7日
～

令和元年6月9日
愛媛県 第２条２号ア

※平成21年度
世界シニア選手権大会
出場

16 ボウリング 梶田ひかる かじた・ひかる 女
三重県ボウリング連盟

伊賀忍クラブ
NHK杯　第53回全日本選抜ボウリング選手権大会

女子個人戦
優勝

令和元年5月17日
～

令和元年5月19日
埼玉県 第２条２号ア 世界選手権大会　出場

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



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

17 ボウリング 谷原　美来 たにはら・みらい 女
日本

三重県ボウリング連盟　津クラブ
(株)百五銀行

世界ボウリング選手権大会2019女子大会 出場
令和元年8月24日

～
令和元年8月30日

アメリカ 第２条２号イ

18 ボウリング 入江菜々美 いりえ・ななみ 女
日本

三重県ボウリング連盟　桑名クラブ
(公財)三重県体育協会

世界ボウリング選手権大会2019女子大会 出場
令和元年8月24日

～
令和元年8月30日

アメリカ 第２条２号イ

19 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 男 味の素AGF(株)
第23回アジア陸上競技選手権大会

男子走高跳
2位

平成31年4月21日
～

平成31年4月24日
カタール 第２条３号イ ※平成21年度

世界選手権大会　出場

20 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　4年
第35回U20日本陸上競技選手権大会

男子走幅跳
優勝

令和元年10月18日
～

令和元年10月20日
広島県 第２条２号ア

21 陸上競技 三井　康平 みつい・こうへい 男 稲生高校　3年
秩父宮賜杯　第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

男子円盤投
優勝

令和元年8月4日
～

令和元年8月8日
沖縄県 第２条２号ア

22 陸上競技 東森　夏輝 ひがしもり・なつき 男 近畿大学工業高等専門学校　3年
第54回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子400mH
優勝

令和元年8月17日
～

令和元年8月19日
広島県 第２条２号ア

23 陸上競技 鴨澤　青海 かもざわ・おうみ 男 宇治山田商業高校　3年
第35回U20日本陸上競技選手権大会

男子円盤投
優勝

令和元年10月18日
～

令和元年10月20日
広島県 第２条２号ア

24 陸上競技 岡　　拓矢 おか・たくや 男 大橋学園高校　3年
第54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

令和元年8月9日
～

令和元年8月12日
東京都 第２条２号ア

25 陸上競技 畠田　寛大 はたけだ・ひろと 男 鳥羽商船高等専門学校　3年
第54回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子走高跳
優勝

令和元年8月17日
～

令和元年8月19日
広島県 第２条２号ア

26 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　3年
第13回U18日本陸上競技選手権大会

男子走高跳
優勝

令和元年10月18日
～

令和元年10月20日
広島県 第２条２号ア

27 陸上競技 上田　光一 うえだ・こういち 男 近畿大学工業高等専門学校　2年
第54回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子棒高跳
優勝

令和元年8月17日
～

令和元年8月19日
広島県 第２条２号ア

28 陸上競技 中山　智貴 なかやま・ともき 男 亀山市立中部中学校　3年
第46回全日本中学校陸上競技選手権大会

男子200m
優勝

令和元年8月21日
～

令和元年8月24日
大阪府 第２条２号ア ジュニアオリンピック陸上

競技大会　優勝

29 陸上競技 濵口　紀子 はまぐち・きこ 女 松阪商業高校　3年
第7回全国高等学校陸上競技選抜大会

女子の部　四種競技
優勝

令和元年8月31日
～

令和元年9月1日
大阪府 第２条２号ア

30 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　3年
第54回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　女子走高跳
優勝

令和元年8月17日
～

令和元年8月19日
広島県 第２条２号ア

31 テニス 岡田　　進 おかだ・すすむ 男 三重グリーンテニスクラブ
第81回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権’19

男子85歳以上　シングルス
優勝

令和元年10月1日
～

令和元年10月9日
福岡県 第２条２号ア

32 テニス 島袋　　将 しまぶくろ・しょう 男
日本

（早稲田大学　4年）
第30回ユニバーシアード競技大会テニス競技

男子　ダブルス
3位

令和元年7月3日
～

令和元年7月14日
イタリア 第２条３号イ ※平成30年度



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

33 テニス 義基　　環 よしもと・たまき 女 三重グリーンテニスクラブ
第81回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権’19

女子40歳以上　シングルス
優勝

令和元年10月1日
～

令和元年10月9日
愛知県 第２条２号ア

34 テニス 眞田　将吾 さなだ・しょうご 男
日本

三重グリーンテニスクラブ
海星中学校　3年

2019ワールドジュニアアジア・オセアニア最終予選
男子団体戦

優勝
平成31年4月1日

～
平成31年4月6日

マレーシア 第２条３号イ ※平成29年度

35 体操 西村　尚純 にしむら・たかと 男
相好体操クラブ

（鈴鹿市立創徳中学校　2年）
2019全日本ジュニア体操競技選手権大会

男子Aクラス　あん馬
優勝

令和元年8月12日
～

令和元年8月13日
神奈川県 第２条２号ア

36 体操 岡村　　真 おかむら・まな 女 津市立橋北中学校　2年
第50回全国中学校体操競技選手権大会

女子平均台
優勝

令和元年8月23日
～

令和元年8月24日
京都府 第２条２号ア

37 体操 鈴木　望未 すずき・のぞみ 女
相好体操クラブ

（四日市市立富田中学校　1年）
2019全日本ジュニア体操競技選手権大会

女子Aクラス　個人総合・平均台
優勝

令和元年8月12日
～

令和元年8月13日
神奈川県 第２条２号ア

38 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67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

令和元年7月6日
～

令和元年7月7日
埼玉県 第２条２号ア

※平成27年度
アジアレスリング選手権大
会 出場 他

39 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 男
日本

（ALSOK）
2019年アジア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31年4月23日
～

平成31年4月24日
中国 第２条３号イ ※平成21年度

40 レスリング 中田　　陽 なかた・よう 男 朝明高校
明治杯

令和元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　61kg級

優勝
令和元年6月13日

～
令和元年6月14日

東京都 第２条２号ア ※平成19年度

41 レスリング 藤田　雄大 ふじた・ゆうだい 男
日本

（自衛隊体育学校）
2019年アジアレスリング選手権大会

男子フリースタイル  61kg級
3位

平成31年4月23日
～

平成31年4月24日
中国 第２条３号イ ※平成28年度

国民体育大会 優勝

42 レスリング 藤波　勇飛 ふじなみ・ゆうひ 男
日本

（ジャパンビバレッジ）
2019年アジアレスリング選手権大会

男子フリースタイル  74kg級
出場

平成31年4月23日
～

平成31年4月24日
中国 第２条２号イ ※平成21年度

43 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 男 青山学院大学　4年
文部科学大臣杯　UNIVAS CUP

令和元年度全日本学生レスリング選手権大会
男子フリースタイル　74kg級

優勝
令和元年8月20日

～
令和元年8月23日

東京都 第２条２号ア ※平成26年度

44 レスリング 基山仁太郎 もとやま・じんたろう 男
日本

（日本体育大学　2年）
2019年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  74kg級
2位

令和元年8月14日
～

令和元年8月16日
エストニア 第２条３号イ ※平成19年度

45 レスリング 徳力　貫太 とくりき・かんた 男 専修大学　1年
2019年度JOCジュニアオリンピックカップ
全日本ジュニアレスリング選手権大会

フリースタイル　65kg級
優勝

平成31年4月27日
～

平成31年4月28日
神奈川県 第２条２号ア 世界ジュニアレスリング選

手権大会 出場

46 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 女
日本

（東新住建(株)）
2019年アジアレスリング選手権大会

女子  68kg級
優勝

平成31年4月25日
～

平成31年4月26日
中国 第２条３号イ ※平成18年度

47 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 女
日本

（至学館大学　4年）
2019年世界レスリング選手権大会

女子  53kg級
2位

令和元年9月17日
～

令和元年9月20日
カザフスタン 第２条３号イ ※平成20年度

48 レスリング 奥野　春菜 おくの・はるな 女
日本

（至学館大学　3年）
2019年世界ジュニアレスリング選手権大会

女子  53kg級
優勝

令和元年8月14日
～

令和元年8月16日
エストニア 第２条３号イ

※平成20年度
U-23世界選手権 優勝
他
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49 レスリング 花井　瑛絵 はない・あきえ 女
日本

（至学館大学　2年）
2019年世界ジュニアレスリング選手権大会

女子  57kg級
優勝

令和元年8月14日
～

令和元年8月16日
エストニア 第２条３号イ

ジュニアクイーンズカップ
レスリング選手権大会 優
勝 他

50 レスリング 永本　聖奈 ながもと・せな 女 至学館大学　1年
文部科学大臣杯　UNIVAS CUP

令和元年度全日本学生レスリング選手権大会
女子　57kg級

優勝
令和元年8月20日

～
令和元年8月23日

東京都 第２条２号ア

51 レスリング 弓矢　暖人 ゆみや・はると 男 いなべ総合学園高校　2年
第62回全国高等学校選抜レスリング大会

個人対抗戦　55kg級
優勝

平成31年3月27日
～

平成31年3月29日
新潟県 第２条２号ア

52 レスリング 古瀬　　稜 ふるせ・りょう 男 いなべ総合学園高校　2年
令和元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  51kg級

優勝
令和元年7月29日

～
令和元年8月1日

熊本県 第２条２号ア

53 レスリング 弓矢　健人 ゆみや・けんと 男 いなべ総合学園高校　1年
第74回国民体育大会

レスリング競技　少年男子フリースタイル　55kg級
優勝

令和元年9月28日
～

令和元年10月1日
茨城県 第２条２号ア

※平成29年度
アジアカデットレスリング選
手権大会 出場

54 レスリング 神谷龍之介 かみや・りゅうのすけ 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立大安中学校　3年）
令和元年度第45回全国中学生レスリング選手権大会

男子の部　68kg級
優勝

令和元年6月8日
～

令和元年6月9日
茨城県 第２条２号ア

55 レスリング 菊地　正義 きくち・まさよし 男
松阪レスリングクラブ

（津市立一志西小学校　6年）
令和元年度第36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　65kg級
優勝 令和元年7月28日 和歌山県 第２条２号ア

56 レスリング 弓矢　翔太 ゆみや・しょうた 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立石榑小学校　5年）
第23回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

男子の部　5年生　45kg級
優勝

平成31年2月23日
～

平成31年2月24日
東京都 第２条２号ア

57 レスリング 萩野　貴大 はぎの・たかひろ 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市立笠間小学校　3年）
令和元年度第36回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部　3年生　39kg級
優勝 令和元年7月28日 和歌山県 第２条２号ア

58 レスリング 吉田　将悠 よしだ・まさちか 男
一志ジュニアレスリング教室
（津市立大三小学校　3年）

令和元年度第36回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部　3年生　36kg級

優勝 令和元年7月28日 和歌山県 第２条２号ア

59 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 女 いなべ総合学園高校　1年
令和元年度全国高等学校総合体育大会
レスリング競技　女子個人対抗戦  53kg級

優勝
令和元年7月29日

～
令和元年8月1日

熊本県 第２条２号ア ※平成25年度

60 レスリング 森川　晴凪 もりかわ・はるな 女
日本

一志ジュニアレスリング教室
津市立一志中学校 3年

2019年U-15アジアレスリング選手権大会
女子  50kg級

優勝
令和元年11月22日

～
令和元年11月24日

台湾 第２条３号イ

※平成28年度
ジュニアクイーンズカップ
レスリング選手権大会 優
勝 他

61 レスリング
ビャンバスレン・

フウラン
びゃんばすれん・

ふうらん
女

一志ジュニアレスリング教室
（津市立一志中学校　3年）

令和元年度　東京都知事杯
第10回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　58kg級
優勝

令和元年11月23日
～

令和元年11月24日
東京都 第２条２号ア

62 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
四日市市立常磐中学校　3年

2019年U-15アジアレスリング選手権大会
女子  42kg級

優勝
令和元年11月22日

～
令和元年11月24日

台湾 第２条３号イ
※平成29年度
全国中学生レスリング選手
権大会 優勝

63 レスリング 新井　一花 あらい・いちか 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立白山中学校　3年）

令和元年度　東京都知事杯
第10回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　54kg級
優勝

令和元年11月23日
～

令和元年11月24日
東京都 第２条２号ア

64 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
（四日市市立笹川中学校　2年）

令和元年度第45回全国中学生レスリング選手権大会
女子の部　39kg級

優勝
令和元年6月8日

～
令和元年6月9日

茨城県 第２条２号ア ※平成29年度
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65 レスリング 北出　桃子 きたで・ももこ 女
一志ジュニアレスリング教室
（津市立白山中学校　2年）

令和元年度　東京都知事杯
第10回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　62kg級
優勝

令和元年11月23日
～

令和元年11月24日
東京都 第２条２号ア

66 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）
第23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31年2月23日
～

平成31年2月24日
東京都 第２条２号ア ※平成28年度

67 レスリング 金山　來実 かなやま・くるみ 女
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立浜田小学校　5年）

令和元年度第36回全国少年少女レスリング選手権大会
女子の部　5年生　30kg級

優勝 令和元年7月28日 和歌山県 第２条２号ア

68 ウエイトリフティング 山門　正宜 やまかど・まさのぶ 男 名古屋産業大学大学院
第74回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　成年男子
89kg級　クリーン＆ジャーク

優勝
令和元年10月2日

～
令和元年10月6日

茨城県 第２条２号ア

69 ウエイトリフティング 古屋敷拓也 こやしき・たくや 男 法政大学　3年
平成30年度第15回全日本学生ウエイトリフティング選抜選手権大会

男子67kg級
優勝

平成31年3月7日
～

平成31年3月8日
埼玉県 第２条２号ア

70 ウエイトリフティング 横山太偉雅 よこやま・たいが 男 九州国際大学　2年
2019世界ジュニア選手権大会

男子+109kg級
出場

令和元年6月1日
～

令和元年6月8日
フィジー 第２条２号イ 全日本ジュニア選手権大

会　優勝

71 ウエイトリフティング 山本　真鼓 やまもと・まこ 女 名古屋産業大学大学院
2019年度第33回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会

64kg級
優勝

令和元年5月24日
～

令和元年5月26日
岩手県 第２条２号ア

※平成30年度
全日本女子選抜選手権
大会、全日本学生選抜選
手権大会　優勝

72 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　4年
第74回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　女子
-71kg級　スナッチ

優勝
令和元年10月2日

～
令和元年10月6日

茨城県 第２条２号ア
※平成28年度
全日本女子学生選手権
大会　優勝

73 ウエイトリフティング 松本　奈々 まつもと・なな 女 金沢学院大学　3年
平成30年度第15回全日本学生ウエイトリフティング選抜選手権大会

女子55kg級
優勝

平成31年3月7日
～

平成31年3月8日
埼玉県 第２条２号ア

74 ウエイトリフティング 大塚　涼太 おおつか・りょうた 男 四日市工業高校　3年
第74回国民体育大会

ウエイトリフティング競技　少年男子
55kg級　クリーン＆ジャーク・トータル

優勝
令和元年10月2日

～
令和元年10月6日

茨城県 第２条２号ア

75 ウエイトリフティング 松田　魁利 まつだ・かいり 男 鈴鹿市立白子中学校　3年
令和元年度第33回全国男子中学生ウエイトリフティング選手権大会

55kg級
優勝

令和元年8月8日
～

令和元年8月9日
山梨県 第２条２号ア

76 ウエイトリフティング 野間　若菜 のま・わかな 女 四日市市立楠中学校　2年
令和元年度第18回全国女子中学生ウエイトリフティング選手権大会

40kg級
優勝

令和元年8月8日
～

令和元年8月9日
山梨県 第２条２号ア

77 馬術 中村　　勇 なかむら・いさむ 男 北勢ライディングファーム
第74回国民体育大会
馬術競技　成年男子

ダービー
優勝

令和元年9月29日
～

令和元年10月3日
茨城県 第２条２号ア ※平成26年度

78 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）
アジアフェンシング選手権大会2019

男子エペ個人戦
優勝

令和元年6月13日
～

令和元年6月18日
日本 第２条３号イ

※平成25年度
ワールドカップアルゼンチ
ン大会　エペ男子団体
優勝　他

79 フェンシング 小久保遥斗 こくぼ・はると 男 中央大学　1年
2019年度全日本学生フェンシング選手権大会

男子サーブル団体戦
優勝

令和元年11月11日
～

令和元年11月15日
東京都 第２条２号ア

80 ラグビーフットボール 本村　直樹 もとむら・なおき 男
日本

ホンダヒート
本田技研工業（株）鈴鹿製作所

アジアラグビーセブンズシリーズ2019
第1戦韓国大会・第3戦スリランカ大会

男子セブンズ
優勝

令和元年8月31日
～

令和元年9月29日

韓国
スリランカ

第２条２号イ ※平成30年度
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81 ラグビーフットボール 伊藤　優希 いとう・ゆき 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

アジアラグビーセブンズシリーズ2019
第1戦韓国大会・第2戦中国大会・第3戦スリランカ大会

女子セブンズ
優勝

令和元年8月31日
～

令和元年9月29日

韓国
中国

スリランカ
第２条２号イ

82 日本拳法 大谷　理緒 おおたに・りお 女
松阪西日本拳法会

（松阪市立中部中学校　1年）
第37回全日本拳法少年個人選手権大会

中学1年女子の部
優勝 令和元年9月22日 大阪府 第２条２号ア

83 日本拳法 小野　穂果 おの・ほのか 女
日本拳法亀山会

（亀山市立亀山西小学校　1年）
第37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 令和元年9月22日 大阪府 第２条２号ア

84 パワーリフティング 辻　　紀子 つじ・のりこ 女
日本

（TSUJI'S Gym）
第7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
2位

令和元年6月3日
～

令和元年6月15日
スウェーデン 第２条３号イ ※平成27年度

85 障がい者スポーツ 伊藤　智也 いとう・ともや 男
日本

(一社)日本パラ陸上競技連盟
バイエル薬品(株)

ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会
男子400m　T52

2位
令和元年11月7日

～
令和元年11月15日

UAE 第２条３号イ
※平成30年度
世界パラ選手権大会
男子100m・1500m　3位

86 障がい者スポーツ 岡田　和也 おかだ・かずや 男
日本

NPO法人日本障害者
スポーツ射撃連盟

2019年WSPS世界選手権　シドニー大会
R3-10mエアライフル伏射混合・
R6-50mライフル伏射混合　SH1

出場
令和元年10月11日

～
令和元年10月18日

オーストラリア 第２条２号イ

87 障がい者スポーツ 細川　宏史 ほそかわ・ひろし 男
日本

（紀北町役場）
第36回日本パラ水泳選手権大会

男子100m背泳ぎ・400m自由形　S7
優勝

令和元年11月23日
～

令和元年11月24日
千葉県 第２条２号ア

88 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

2019年WSPS世界選手権　シドニー大会
R1-10mエアライフル立射男子　SH1

出場
令和元年10月11日

～
令和元年10月18日

オーストラリア 第２条２号イ

89 障がい者スポーツ 井谷　俊介 いたに・しゅんすけ 男
日本

(一社)日本パラ陸上競技連盟
SMBC日興証券(株)

ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会
男子100m・200m　T64

ユニバーサル4×100mリレー
出場

令和元年11月7日
～

令和元年11月15日
UAE 第２条２号イ ※平成30年度

90 障がい者スポーツ 坂倉　航季 さかくら・こうき 男
日本

(一社)日本知的障害者水泳連盟
津トップスイミングクラブ

ブリズベン2019　INASグローバルゲームズ
男子400m自由形　S14

男子4×100mフリーリレー
3位

令和元年10月12日
～

令和元年10月19日
オーストラリア 第２条３号イ ※平成30年度

91 障がい者スポーツ 前川　　楓 まえがわ・かえで 女
日本

(一社)日本パラ陸上競技連盟
チームKAITEKI

ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会
女子100m・走幅跳　T63

出場
令和元年11月7日

～
令和元年11月15日

UAE 第２条２号イ ※平成30年度

92 障がい者スポーツ 安　　夏希 やす・なつき 女
日本

（いなべ総合学園高校 3年）

第7回中国オープン選手権大会
2019ワールドパラアスレティクスグランプリ大会（北京）

T34　女子800m
優勝

令和元年5月10日
～

令和元年5月12日
中国 第２条２号イ



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所　属 大　会　名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 水泳 池田　庸祐 いけだ・ようすけ 男 稲生高校
第42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

9～11歳男子　1m飛板飛込
優勝者
の監督

令和元年8月22日
～

令和元年8月25日
大阪府 第２条３号ア

3年連続
優秀選手　春日選手の監督

2 レスリング 橋爪　幸彦 はしづめ・ゆきひこ 男 朝明高校
第74回国民体育大会

レスリング競技　成年男子フリースタイル　57kg級
優勝者
の監督

令和元年9月28日
～

令和元年10月1日
茨城県 第２条３号ア

3年連続
優秀選手　藤田選手の監督

№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 水泳 鈴木　美保 すずき・みほ 女
日本

（みえA.S.C）
第1回ＦＩＮＡ ＡＳ世界ユース選手権大会

国際大会
出場者の

監督

令和元年8月28日
～

令和元年9月1日
スロバキア 第2条2号イ 優秀選手　種田選手・島田選手の監督

2 ヨット 杉谷　典明 すぎたに・のりあき 男 本田技研工業（株）鈴鹿製作所
第74回国民体育大会

セーリング競技　成年女子　レーザーラジアル級
優勝者
の監督

令和元年9月29日
～

令和元年10月2日
茨城県 第２条２号ア 優秀選手　多田選手の監督

3 カヌー 濱口　洋輔 はまぐち・ようすけ 男
四日市カヌークラブ

（桑名西高校）
令和元年度日本カヌースプリントジュニア選手権大会

女子カナディアンシングル　500m・200m
優勝者
の監督

令和元年8月19日
～

令和元年8月22日
山梨県 第２条２号ア

優秀選手　日沖選手の監督
※平成30年度

4 陸上競技 川西　剛志 かわにし・たけし 男 亀山市立中部中学校
第46回全日本中学校陸上競技選手権大会

男子200m
優勝者
の監督

令和元年8月21日
～

令和元年8月24日
大阪府 第２条２号ア 優秀選手　中山選手の監督

5 陸上競技 南　　幸裕 みなみ・ゆきひろ 男 稲生高校
秩父宮賜杯　第72回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

男子円盤投
優勝者
の監督

令和元年8月4日
～

令和元年8月8日
沖縄 第２条２号ア 優秀選手　三井選手の監督

6 陸上競技 服部寿美恵 はっとり・すみえ 女 大橋学園高校
第54回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会

男子　三段跳
優勝者
の監督

令和元年8月9日
～

令和元年8月12日
東京都 第２条２号ア 優秀選手　岡選手の監督

7 体操 外村　和才 そとむら・かずとし 男 相好体操クラブ
第50回全国中学校体操競技選手権大会

女子平均台
優勝者
の監督

令和元年8月23日
～

令和元年8月24日
京都府 第２条２号ア 優秀選手　岡村選手の監督

8 体操 伊地知慶之 いぢち・よしゆき 男 相好体操クラブ
2019全日本ジュニア体操競技選手権大会

女子Aクラス　個人総合・平均台
優勝者
の監督

令和元年8月12日
～

令和元年8月13日
神奈川県 第２条２号ア 優秀選手　鈴木選手の監督

9 体操 桑名　勇希 くわな・ゆうき 男 相好体操クラブ
2019全日本ジュニア体操競技選手権大会

男子Aクラス　あん馬
優勝者
の監督

令和元年8月12日
～

令和元年8月13日
神奈川県 第２条２号ア 優秀選手　西村選手の監督

10 レスリング 宇野　勝彦 うの・かつひこ 男 四日市ジュニアレスリングクラブ
令和元年度第45回全国中学生レスリング選手権大会

女子の部　42kg級
優勝者
の監督

令和元年6月8日
～

令和元年6月9日
茨城県 第２条２号ア

優秀選手　眞柄選手の監督
※平成29年度

11 レスリング 奥野　竜司 おくの・りゅうじ 男
一志ジュニアレスリング教室

（伊勢工業高校）
令和元年度第45回全国中学生レスリング選手権大会

女子の部　50kg級
優勝者
の監督

令和元年6月8日
～

令和元年6月9日
茨城県 第２条２号ア

優秀選手　森川選手の監督
※平成21年度

12 レスリング 伊藤　一也 いとう・かずや 男
松阪レスリングクラブ

（松阪工業高校）
令和元年度第36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　65kg級
優勝者
の監督

令和元年7月28日 和歌山県 第２条２号ア 優秀選手　菊池選手の監督

優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第2号関係） ※＝特別優秀監督賞受賞済者

特 別 優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第3号関係）



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

13 レスリング 弓矢　完二 ゆみや・かんじ 男
いなべレスリングクラブ

（いなべ市役所）
令和元年度第45回全国中学生レスリング選手権大会

男子の部　68kg級
優勝者
の監督

令和元年6月8日
～

令和元年6月9日
茨城県 第２条２号ア

優秀選手　神谷選手の監督
※平成26年度

14 レスリング 箕浦　健太 みのうら・けんた 男 久居高校
第74回国民体育大会

レスリング競技　少年男子フリースタイル　55kg級
優勝者
の監督

令和元年9月28日
～

令和元年10月1日
茨城県 第2条2号ア

優秀選手　弓矢選手の監督
※平成27年度

15
レスリング
(高体連）

藤波　俊一 ふじなみ・としかず 男 いなべ総合学園高校 令和元年度全国高等学校総合体育大会レスリング競技大会
優勝者
の監督

令和元年7月29日
～

令和元年8月1日
熊本県 第2条2号ア 優秀選手　古瀬選手・藤波選手の監督

16 ウエイトリフティング 平井　一正 ひらい・かずまさ 男 名古屋産業大学
第11回全日本女子選抜ウエイトリフティング選手権大会

64kg級
優勝者
の監督

令和元年11月22日
～

令和元年11月23日
鹿児島県 第２条２号ア 優秀選手　山本選手の監督

17 ウエイトリフティング 松本良由喜 まつもと・よしゆき 男 津市役所
第74回国民体育大会

ウエイトリフティング競技
優勝者
の監督

令和元年10月2日
～

令和元年10月6日
茨城県 第２条２号ア 優秀選手　山門選手・石井選手・大塚選手の監督

18 ウエイトリフティング 宮﨑　彰也 みやざき・あきなり 男 四日市工業高校
令和元年度第18回全国女子中学生ウエイトリフティング選手権大会

40kg級
優勝者
の監督

令和元年8月8日
～

令和元年8月9日
山梨県 第２条２号ア

優秀選手　野間選手の監督
※平成25年度

19 馬術 中村　洋子 なかむら・ようこ 女 北勢ライディングファーム
第74回国民体育大会
馬術競技　成年男子

ダービー

優勝者
の監督

令和元年9月29日
～

令和元年10月3日
茨城県 第２条２号ア 優秀選手　中村選手の監督



№ 競技名 チーム名 大　　会　　名 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考
(名簿別紙)

1 ラグビーフットボール PEARLS
太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2019

第2戦　東京大会
優勝

令和元年5月18日
～

令和元年5月19日
東京都 第２条３号ア

監督2名
選手12名
※3年連続

優秀チーム賞（表彰規程第2条第2号関係）

№ 競技名 チーム名 大　　会　　名 成績 開催期間 開催地 該当規程条項 備考

1 ボウリング 三重県選抜（女子シニア）
第52回全日本シニアボウリング選手権大会

女子シニア部門　2人チーム戦
優勝

令和元年6月21日
～

令和元年6月23日
愛知県 第２条２号ア

監督兼選手1名
選手1名

2 ボウリング 三重県選抜
第74回国民体育大会

ボウリング競技　成年女子
団体戦（2人チーム）

優勝
令和元年10月2日

～
令和元年10月7日

茨城県 第２条２号ア
監督1名
選手2名

3 サッカー 伊賀フットボールクラブ くﾉ一
第74回国民体育大会
サッカー競技　女子

優勝
令和元年9月29日

～
令和元年10月2日

茨城県 第２条２号ア
監督兼選手1名
選手15名
※平成30年度

4 テニス 三重県選抜
第74回国民体育大会
テニス競技　成年男子

優勝
令和元年9月29日

～
令和元年10月2日

茨城県 第２条２号ア
監督1名
選手2名

5 フェンシング 三重県選抜
第74回国民体育大会

フェンシング競技　成年男子エペ
優勝

令和元年10月4日
～

令和元年10月7日
茨城県 第２条２号ア

監督兼選手1名
選手2名

6 ラグビーフットボール 三重県選抜
第74回国民体育大会

ラグビーフットボール競技　成年男子
優勝

令和元年9月30日
～

令和元年10月1日
茨城県 第２条2号ア

監督兼選手1名
選手10名

特別優秀チーム賞（表彰規程第2条第3号関係）

※＝特別優秀チーム受賞済団体



スポーツ優良団体賞（表彰規程第2条第4号関係）

№ 該当規程条項 備考

1 第２条４号

2 第２条４号

3 第２条４号

団体名

四日市市バドミントン協会

功績

永年に渡り、選手の競技力向上への取り組みや大会の開催、実技講習会の開催等の活動を行うことで、バドミン
トン競技の普及・選手の育成強化、指導者養成等に取り組み、また生涯スポーツの普及にも取り組み、地域社会
へ貢献されている。

永年に渡り、選手の競技力向上への取り組みや各種大会・実技講習会の開催を行い、四日市市におけるサッ
カー競技の普及と選手の育成、また生涯スポーツの普及にも取り組み、地域社会へ貢献されている。

NPO法人四日市サッカー協会

各競技種目（競泳・水球・AS・飛込）の競技力向上に向けての強化活動の取り組みと、幅広い年齢層の方々が
健康維持増進への生涯スポーツとして参加できるイベント・大会・普及活動を行っており、地域社会へ貢献され
ている。

四日市水泳協会


