
場所：ホテルグリーンパーク津（津市）

特別優秀選手賞  4名 特別優秀監督賞  1名
競 技 名 備     考 競 技 名 備     考

1 水泳 1 名 1 ウエイトリフティング 1 名

2 体操 1 名 計 1 名

3 レスリング 1 名

4 ウエイトリフティング 1 名 優秀監督賞  18名
計 4 名 競 技 名 備     考

1 スキー 1 名

優秀選手賞  78名 2 水泳 2 名

競 技 名 備    考 3 陸上競技 1 名

1 スケート 3 名 4 テニス 1 名

2 スキー 2 名 5 体操 3 名

3 水泳 5 名 6 レスリング 4 名

4 セーリング 1 名 7 ウエイトリフティング 1 名

5 ボウリング 3 名 8 ハンドボール 1 名

6 陸上競技 9 名 9 ソフトテニス 1 名

7 テニス 7 名 10 剣道 2 名

8 ボクシング 1 名 11 障がい者スポーツ 1 名

9 バレーボール 1 名 計 18 名

10 体操 3 名

11 レスリング 12 名 優秀チーム賞  12団体
12 レスリング（高体連） 1 名 競 技 名 備     考

13 ウエイトリフティング 4 名 1 水泳 14 名 監督1名、選手13名

14 ハンドボール 2 名 2 ボウリング 3 名 監督1名、選手2名

15 自転車競技 1 名 3 ボウリング 3 名 監督1名、選手2名

16 ソフトテニス 2 名 4 ボウリング 6 名 監督兼選手1名、選手5名

17 フェンシング 3 名 5 ボウリング 3 名 監督1名、選手2名

18 柔道 2 名 6 テニス 6 名 監督1名、選手5名

19 ライフル射撃 1 名 7 テニス 9 名 監督1名、選手8名

20 剣道 2 名 8 バスケットボール 16 名 監督1名、選手15名

21 ラグビーフットボール 1 名 9 バスケットボール 16 名 監督1名、選手15名

22 空手道（尾鷲市） 1 名 10 柔道 5 名 監督1名、選手4名

23 日本拳法 1 名 11 剣道 6 名 監督1名、選手5名

24 障がい者スポーツ 10 名 12 ラグビーフットボール 21 名 選手21名

計 78 名 計 108 名 12団体

スポーツ優良団体賞  4団体
備     考

1

2

3

4

4団体計

人　　　数

人　　　数

団 体 名

四日市相撲協会

四日市地区柔道会

令和3年度（公財）三重県スポーツ協会表彰被表彰者一覧
        表彰式　　 日時：令和4年2月25日（金）　15時50分～

人　　　数

人　　　数

人　　　数

度会スポーツクラブ

四日市ハンドボール協会



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

1 水泳 岩野　夏帆 いわの・かほ 女
日本

(秀明大学  4年)
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

水泳/水球　女子
出場

2 体操 太村　成見 たむら・なるみ 女
日本

(相好トランポリンクラブ)
第35回世界トランポリン競技選手権大会

団体女子
優勝

3 レスリング 花井　瑛絵 はない・あきえ 女
日本

（至学館大学　4年）
2021年世界レスリング選手権大会

女子フリースタイル59kg級
2位

4 ウエイトリフティング 山門　正宜 やまかど・まさのぶ 男 亀山市役所
令和3年度第81回全日本ウエイトリフティング選手権大会

男子96kg級
優勝

特別優秀選手賞

令和3年度（公財）三重県スポーツ協会表彰被表彰者名簿
（表彰対象期間：R3.1.1～R3.12.31）

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

1 スケート 森本　拓也 もりもと・たくや 男
日本

(（公財）三重県スポーツ協会)
ワールドカップスピードスケート　カルガリー大会

男子500m
出場

2 スケート 辻本　一史 つじもと・いつし 男 （公財）三重県スポーツ協会
2021-2022全日本選抜スピードスケート競技会　盛岡大会

男子500m
優勝

3 スケート 小坂　　凛 こさか・りん 女
日本

(（公財）三重県スポーツ協会)
ワールドカップスピードスケート　カルガリー大会

女子マススタート
出場

4 スキー 渡邉　祐佳 わたなべ・ゆか 女
太平洋建設スキークラブ

(（公財）三重県スポーツ協会)
天皇杯第99回全日本スキー選手権大会

女子マススタート 30km クラシカル
優勝

5 スキー 児玉　美希 こだま・みき 女
太平洋建設スキークラブ

(（公財）三重県スポーツ協会)
第99回全日本スキー選手権大会
女子マススタート 5km クラシカル

優勝

6 水泳 村上　和基 むらかみ・かずき 男
日本

(（公財）三重県スポーツ協会)
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

水泳/飛込　男子シンクロ高飛込
出場

7 水泳 難波　　暉 なんば・あきら 男
日本

（新東工業（株））
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

水泳/競泳　男子400mリレー
出場

8 水泳 田中　優稀 たなか・ゆうき 男
海星中学校　2年

（三重ダイビングクラブ）
第44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

飛込競技　男子12～13歳　1m飛板飛込
優勝

9 水泳 川村　嶺奈 かわむら・れいな 女
四日市市立南中学校　3年

(スイミングクラブみえ)
第61回全国中学校水泳競技大会

競泳　女子800m自由形
優勝

優 秀 選 手 賞

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

10 水泳 伊坂　奏音 いさか・かなで 女
鈴鹿市立神戸中学校　1年

（三重ダイビングクラブ）
第43回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

飛込競技　女子12～13歳　1m飛板飛込
優勝

11 セーリング 南里　研二 なんり・けんじ 男 （株）百五銀行
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

セーリング　レーザー級
出場

12 ボウリング 梅田　久徳 うめだ・ひさのり 男
三重県ボウリング連盟

鈴鹿グランドクラブ
第54回全日本シニアボウリング選手権大会
男子シニア部門　個人戦・選手権者決定戦

優勝

13 ボウリング 澤田　英子 さわだ・えいこ 女
三重県ボウリング連盟

伊賀忍クラブ
第33回オールジャパンレディスボウリングトーナメント

シニアレディスの部
優勝

14 ボウリング 谷原　美来 たにはら・みらい 女
三重県ボウリング連盟

津クラブ
第58回全日本ボウリング選手権大会

個人総合
優勝

15 陸上競技 衛藤　　昂 えとう・たかし 男
日本

(味の素AGF(株))
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

陸上競技　男子走高跳
出場

16 陸上競技 川端　魁人 かわばた・かいと 男
日本

(鈴鹿市立創徳中学校)
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

陸上競技　男子4×400mリレー
出場

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

専攻科1年
天皇賜盃第90回日本学生陸上競技対校選手権大会

男子走幅跳・三段跳
優勝

18 陸上競技 森山　颯太 もりやま・そうた 男 近畿大学工業高等専門学校　5年
第56回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子棒高跳
優勝

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　5年
第37回U20日本陸上競技選手権大会

男子走高跳
優勝

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

20 陸上競技 長田　一晟 ながた・いっせい 男 近畿大学工業高等専門学校　4年
第56回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子110mH
優勝

21 陸上競技 伊藤　　渉 いとう・しょう 男 近畿大学工業高等専門学校　4年
第56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

22 陸上競技 小河　　彪 おがわ・ひょう 男 久居高校　3年
秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

男子ハンマー投
優勝

23 陸上競技 樋口　七海 ひぐち・ななみ 女 四日市商業高校　1年
第104回日本陸上競技選手権大会・室内競技

U18の部　女子60m
優勝

24 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83回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権’21

女子40歳以上　シングルス
優勝

25 テニス 吉岡　希紗 よしおか・きさ 女 早稲田大学　3年
2021年　全日本学生テニス選手権大会

女子ダブルス
優勝

26 テニス 丸山　愛以 まるやま・あい 女 四日市商業高校　3年
令和3年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会

女子シングルス
優勝

27 テニス 五十嵐唯愛 いがらし・ゆいな 女 四日市商業高校　3年
第43回全国選抜高校テニス大会

女子シングルス
優勝

28 テニス 林　　妃鞠 はやし・ひまり 女 鈴鹿市立神戸中学校　3年
第48回全国中学生テニス選手権大会

女子シングルス
優勝

29 テニス 中山　結菜 なかやま・ゆな 女
四日市テニスアカデミー

（津市立朝陽中学校　1年）
全日本ジュニアテニス選手権大会'21

12歳以下女子ダブルス
優勝
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性
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30 テニス 森下　結有 もりした・ゆうあ 女
三重グリーンテニスクラブ

（鈴鹿市立飯野小学校　6年）
全日本ジュニアテニス選手権大会'21

12歳以下女子ダブルス
優勝

31 ボクシング 松本　流星 まつもと・りゅうせい 男 （公財）三重県スポーツ協会
2021全日本ボクシング選手権大会

男子ライトフライ級
優勝

32 バレーボール 西田　有志 にしだ・ゆうじ 男
日本

（（株）ジェイテクト）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

バレーボール　男子
出場

33 体操 安里　圭亮 あさと・けいすけ 男
日本

（相好体操クラブ）
第50回世界体操競技選手権大会

男子跳馬
出場

34 体操 堀　　孝輔 ほり・こうすけ 男
高田RG

（高田中学校・高校）
第74回全日本新体操選手権大会

男子個人総合・リング・クラブ
優勝

35 体操 髙木　　藍 たかぎ・らん 女 暁高校　3年
令和3年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会

女子段違い平行棒
優勝

36 レスリング 高橋　侑希 たかはし・ゆうき 男
日本

（山梨学院大学）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

レスリング　男子フリースタイル57kg級
出場

37 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 男 （株）ゴールドキッズ
天皇杯令和3年度全日本レスリング選手権大会

男子フリースタイル70kg級
優勝

38 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　4年）
2021年世界レスリング選手権大会

男子フリースタイル70kg級
出場

39 レスリング 弓矢　暖人 ゆみや・はると 男 日本体育大学　2年
令和3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57kg級
優勝

 



№ 競技名 名前 ふりがな
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40 レスリング 土性　沙羅 どしょう・さら 女
日本

（東新住建（株））
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

レスリング　女子フリースタイル68kg級
出場

41 レスリング 向田　真優 むかいだ・まゆ 女
日本

（（株）ジェイテクト）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

レスリング　女子フリースタイル53kg級
優勝

42 レスリング 稲垣　柚香 いながき・ゆずか 女 至学館大学　2年
令和3年度全日本学生レスリング選手権大会

女子フリースタイル62kg級
優勝

43 レスリング 萩野　貴大 はぎの・たかひろ 男
INABEレスリングアカデミー

（いなべ市立笠間小学校　5年）
令和3年度第38回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部　5年生　55kg級
優勝

44 レスリング 長谷川　蓮 はせがわ・れん 男
四日市ジュニアレスリングクラブ
（四日市市立海蔵小学校　5年）

令和3年度第38回全国少年少女レスリング選手権大会
小学生の部　5年生　46kg級

優勝

45 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
（津市立一志中学校　3年）

令和3年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会
カデットの部　43kg級

優勝

46 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
（津市立白山中学校　3年）

令和3年度　東京都知事杯
第12回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　66kg級
優勝

47 レスリング 中西　　杏 なかにし・あん 女
桑名レスリングクラブ

（桑名市立成徳中学校　1年）

令和3年度　東京都知事杯
第12回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　33kg級
優勝

48
レスリング
(高体連）

藤波　朱理 ふじなみ・あかり 女 いなべ総合学園高校　3年
2021年世界レスリング選手権大会

女子フリースタイル53kg級
優勝

49 ウエイトリフティング 栁川　友章
やながわ・ともあ

き
男 （株）エルテックス

令和3年度第81回全日本ウエイトリフティング選手権大会
男子89kg級

優勝
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50 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　4年
令和3年度第67回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大

会
男子+109kg級

優勝

51 ウエイトリフティング 山本　真鼓 やまもと・まこ 女 鈴鹿大学・鈴鹿短期大学部
令和3年度第35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

52 ウエイトリフティング 松田　魁利 まつだ・かいり 男 亀山高校　1年
令和2年度第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大

会
男子55kg級

優勝

53 ハンドボール 石立真悠子 いしたて・まゆこ 女
日本

（三重バイオレットアイリス）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

ハンドボール　女子
出場

54 ハンドボール 原　　希美 はら・のぞみ 女
日本

（三重バイオレットアイリス）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

ハンドボール　女子
出場

55 自転車競技 伊藤　京介 いとう・きょうすけ 男 日本大学　1年
2021年全日本自転車競技選手権大会　トラック・レース（ジュニ

ア）
男子1kmタイムトライアル・スプリント

優勝

56 ソフトテニス 仲川　晴智 なかがわ・はるとも 男 三重高校　3年
令和3年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

個人戦男子
優勝

57 ソフトテニス 近藤　拓空 こんどう・たく 男 三重高校　3年
令和3年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

個人戦男子
優勝

58 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32回オリンピック競技大会（2020/東京）

フェンシング　男子エペ団体
優勝

59 フェンシング 小林かなえ こばやし・かなえ 女 （公財）三重県スポーツ協会 FIE　ワールドカップ　女子サーブル 出場

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別
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60 フェンシング 小久保真旺 こくぼ・まお 男
日本

（星槎国際高校川口　3年）
FIE　ワールドカップ　男子サーブル 出場

61 柔道 原沢　久喜 はらさわ・ひさよし 男
日本

（（株）百五銀行）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

柔道　混合団体
2位

62 柔道 永山　竜樹 ながやま・りゅうじゅ 男
日本

（了徳寺大学三重出張所）
2021世界柔道選手権ブタペスト大会

男子60kg級
出場

63 ライフル射撃 池邉　龍平 いけべ・りゅうへい 男 皇學館大学　2年
2020年JOCジュニアオリンピックカップ

ライフル射撃　10mエア・ライフル少年男子立射60発競技
優勝

64 剣道 竹内　　廉 たけうち・れん 男 鈴鹿工業高等専門学校　4年
第56回全国高等専門学校体育大会

剣道競技　男子個人
優勝

65 剣道 長谷川　凜 はせがわ・りん 女 四日市工業高校　3年
第68回全国高等学校剣道大会

女子個人の部
優勝

66 ラグビーフットボール 本村　直樹 もとむら・なおき 男
日本

三重ホンダヒート
本田技研工業（株）

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）
ラグビーフットボール　7人制男子

出場

67
空手道

(尾鷲市）
伊藤　　藍 いとう・あい 女 尾鷲高校　2年

JOCジュニアオリンピックカップ第40回全国高等学校空手道選
抜大会

女子個人組手53kg
優勝

68 日本拳法 谷元　　楓 たにもと・ふう 女 関西福祉科学大学高校　3年
第66回全国高等学校日本拳法選手権大会

女子個人競技
優勝

69 障がい者スポーツ 伊藤　智也 いとう・ともや 男
日本

（バイエル薬品(株)）
東京2020パラリンピック競技大会

陸上競技　男子400m　T53
出場

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

70 障がい者スポーツ 岡田　和也 おかだ・かずや 男 サイオネス・ヘルス・コマーシャル(株)
第34回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会

50mライフル伏射　SH1
優勝

71 障がい者スポーツ 恩田　竜二 おんだ・りゅうじ 男
日本

（三交不動産(株)）

東京2020パラリンピック競技大会
車いすフェンシング　男子フルーレ個人　カテゴリーB

サーブル個人　カテゴリーB・フルーレ団体
出場

72 障がい者スポーツ 望月　貴裕 もちづき・たかひろ 男
三重県障がい者射撃協会

（中部電力ミライズ(株)）
第34回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会

10mエアライフル立射　SH1
優勝

73 障がい者スポーツ 坂倉　航季 さかくら・こうき 男 マクセルクレハ（株）
第38回日本パラ水泳選手権大会

男子200m自由形
優勝

74 障がい者スポーツ 中村　典子 なかむら・のりこ 女 三重県障がい者卓球協会
第13回国際クラス別パラ卓球選手権大会

ダブルス　立位女子　クラス6～S
優勝

75 障がい者スポーツ 佐藤ゆかり さとう・ゆかり 女 三重県障がい者卓球協会
第13回国際クラス別パラ卓球選手権大会

ダブルス　立位女子　クラス6～S
優勝

76 障がい者スポーツ 保田明日美 やすだ・あすみ 女
大和鉄脚走行会

（パナソニック（株））

World Para Athletics公認
2021ジャパンパラ陸上競技大会

女子200m　T63
優勝

77 障がい者スポーツ 前川　　楓 まえがわ・かえで 女
日本

（新日本住設（株））
東京2020パラリンピック競技大会

陸上競技　女子100m・走幅跳　T63
出場

78 障がい者スポーツ 相澤　稜翔 あいざわ・りょうが 男 津田学園高校　1年
第38回日本パラ水泳選手権大会

男子100m平泳ぎ
優勝

 



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所　属 大　会　名･種目 成績 備考

1 ウエイトリフティング 平井　一正 ひらい・かずまさ 男 鈴鹿大学
令和3年度第35回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会

64kg級
優勝者
の監督

優秀選手　山本選手の監督

№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 備考

1 スキー 中村　博司 なかむら・ひろし 男 太平洋建設スキークラブ
第99回全日本スキー選手権大会
女子マススタート 5km クラシカル

優勝者
の監督

優秀選手　児玉選手の監督

2 水泳 山本　義也 やまもと・よしや 男
（株）スズカ未来

(スイミングクラブみえ)
第61回全国中学校水泳競技大会

競泳　女子800m自由形
優勝者
の監督

優秀選手　川村選手の監督

3 水泳 池田　庸祐 いけだ・ようすけ 男
稲生高校

（三重ダイビングクラブ）
第44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

飛込競技　男子12～13歳　1m飛板飛込
優勝者
の監督

優秀選手　田中選手の監督

4 陸上競技 松本　基之 まつもと・もとゆき 男 久居高校
秩父宮賜杯　第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会

男子ハンマー投
優勝者
の監督

優秀選手　小河選手の監督

5 テニス 後藤　理孝 ごとう・よしたか 男 三重グリーンテニスクラブ
全日本ジュニアテニス選手権大会'21

12歳以下女子ダブルス
優勝者
の監督

優秀選手　森下選手の監督

6 体操 谷口　英敏 たにぐち・ひでとし 男
高田RG

（高田中学校・高校）
第74回全日本新体操選手権大会

男子個人総合・リング・クラブ
優勝者
の監督

優秀選手　堀選手の監督

7 体操 外村　和才 そとむら・かずとし 男 暁高校
令和3年度全国高等学校総合体育大会体操競技大会

女子段違い平行棒
優勝者
の監督

優秀選手　髙木選手の監督

8 体操 伊地知慶之 いぢち・よしゆき 男
日本

（相好体操クラブ）
第50回世界体操競技選手権大会

男子跳馬

国際大会
出場者の

監督
優秀選手　安里選手の監督

9 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3年度第38回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部　5年生　46kg級
優勝者
の監督

優秀選手　長谷川選手の監督

優 秀 監 督 賞

特 別 優 秀 監 督 賞



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績 備考

10 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3年度　東京都知事杯
第12回全国中学選抜レスリング選手権大会

女子の部　66kg級

優勝者
の監督

優秀選手　吉田選手の監督

11 レスリング 伊藤　健一 いとう・けんいち 男 桑名レスリングクラブ
令和3年度　東京都知事杯

第12回全国中学選抜レスリング選手権大会
女子の部　33kg級

優勝者
の監督

優秀選手　中西選手の監督

12 レスリング 平山　勝久 ひらやま・かつひさ 男
INABEレスリングアカデミー

（セコムトセック（株））
令和3年度第38回全国少年少女レスリング選手権大会

小学生の部　5年生　55kg級
優勝者
の監督

優秀選手　萩野選手の監督

13 ウエイトリフティング 石井　伸子 いしい・のぶこ 女 亀山高校
令和2年度第36回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会

男子55kg級
優勝者
の監督

優秀選手　松田選手の監督

14 ハンドボール 櫛田　亮介 くしだ・りょうすけ 男
日本

（三重バイオレットアイリス）
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

ハンドボール　女子

国際大会
出場者の

監督
優秀選手　石立選手・原選手の監督

15 ソフトテニス 玉川　裕司 たまがわ・ゆうし 男 三重高校
令和3年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

個人戦男子
優勝者
の監督

優秀選手　仲川選手・近藤選手の監督

16 剣道 南部　智憲 なんぶ・とものり 男 鈴鹿工業高等専門学校
第56回全国高等専門学校体育大会

剣道競技　男子個人
優勝者
の監督

優秀選手　竹内選手の監督

17 剣道 吉田　裕二 よしだ・ゆうじ 男 四日市工業高校
第68回全国高等学校剣道大会

女子個人の部
優勝者
の監督

優秀選手　長谷川選手の監督

18 障がい者スポーツ 佐藤　雅也 さとう・まさや 男
日本

（くわな特別支援学校）
東京2020パラリンピック競技大会

柔道　女子70kg級

国際大会
入賞者の

監督
小川和紗選手の監督



優秀チーム賞

№ 競技名 チーム名 大　　会　　名 成績 備考

1 水泳
四日市中央工業高等学校

水球部
令和3年度全国高等学校総合体育大会

水泳競技大会　水球競技　男子
優勝

監督1名
選手14名

2 ボウリング
三重県選抜

（男子ハイシニア）
第54回全日本シニアボウリング選手権大会

男子ハイシニア部門　2人チーム戦
優勝

監督1名
選手2名

3 ボウリング
三重県選抜

（女子ハイシニア）
第54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　2人チーム戦
優勝

監督1名
選手2名

4 ボウリング
三重県選抜

（女子6人チーム）
第58回全日本ボウリング選手権大会

女子6人チーム戦
優勝

監督兼選手1名
選手5名

5 ボウリング
三重県選抜

（女子2人チーム）
第58回全日本ボウリング選手権大会

女子2人チーム戦
優勝

監督1名
選手2名

6 テニス
四日市工業高等学校

テニス部
令和3年度全国高等学校総合体育大会テニス競技大会

男子団体
優勝

監督1名
選手5名

7 テニス
四日市商業高等学校

テニス部
第43回全国選抜高校テニス大会

女子団体戦
優勝

監督1名
選手8名

8 バスケットボール
四日市メリノール学院中学校

バスケットボール部
（令和2年度）

2020年度第1回全国U15バスケットボール選手権大会
女子の部

優勝
監督1名
選手15名



№ 競技名 チーム名 大　　会　　名 成績 備考

9 バスケットボール
四日市メリノール学院中学校

バスケットボール部
（令和3年度）

第51回全国中学校バスケットボール大会
女子

優勝
監督1名
選手15名

10 柔道 皇學館大学　柔道部
2021年度全日本学生柔道優勝大会（女子30回）

女子3人制
優勝

監督1名
選手4名

11 剣道
鈴鹿工業高等専門学校

女子剣道部
第56回全国高等専門学校体育大会

剣道競技　女子団体戦
優勝

監督1名
選手5名
※平成17年度

12 ラグビーフットボール PEARLS 第7回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 優勝
選手21名
※令和元年度

スポーツ優良団体賞

№ 備考

1

2

3

4

永年に渡り、選手の競技力向上への取り組みや各種大会の開催を行い、四日
市市におけるハンドボール競技の普及と選手の育成に取り組み、地域社会へ
貢献されている。

永年に渡り、度会町唯一の総合型スポーツクラブとして、地域の幅広い世代に
対し、多種目のスポーツ教室や大会を開催するなどスポーツの普及に取り組
み、スポーツの振興に貢献されている。

四日市ハンドボール協会

団体名

四日市地区柔道会

功績

度会スポーツクラブ

四日市相撲協会
永年に渡り、毎年相撲大会の開催、審判員の派遣等の活動を行い、市民ス
ポーツの興隆に寄与することにより、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大会の開催・形講習会の開催
等、競技の普及・選手の育成強化、指導者養成等に取り組むことにより、市民
スポーツへの意欲関心を高め、地域社会へ貢献されている。



№1 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

水泳
令和3年8月17日

～
令和3年8月20日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 川口　智央

選手 加納　凪人 選手 城　　公耀 選手 門脇　唯聖

選手 山田　舶隼 選手 小林　颯汰 選手 小林　廉弥

選手 佐藤　歩睦 選手 森　　健心 選手 佐々木蒼太

選手 園田　晶悟 選手 森田　隼平 選手 浅野耕一朗

選手 前川　光翼

№2 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

ボウリング
令和3年6月18日

～
令和3年6月20日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 柳川　弘行

選手2名 選手 中村　謙 選手 伊藤　重夫

№3 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

ボウリング
令和3年6月18日

～
令和3年6月20日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 柳川　弘行

選手2名 選手 澤田　英子 選手 柳川　穂波

№4 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

ボウリング
令和3年3月18日

～
令和3年3月21日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督兼選手 柳川　穂波

選手 入江菜々美 選手 谷原　美来 選手 梶田ひかる

選手 堀田　恵子 選手 新西　智子

大　　会　　名

三重県選抜（女子ハイシニア）

愛知県

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

三重県選抜（女子6人チーム）

第54回全日本シニアボウリング選手権大会
男子ハイシニア部門　2人チーム戦

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

優秀チーム名簿

選手13名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市中央工業高等学校
水球部

令和3年度全国高等学校総合体育大会
水泳競技大会　水球競技　男子

長野県

ﾁｰﾑ名

第54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　2人チーム戦

愛知県

三重県選抜（男子ハイシニア）

選手5名

第58回全日本ボウリング選手権大会
女子6人チーム戦

愛知県



№5 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

ボウリング
令和3年3月18日

～
令和3年3月21日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 柳川　穂波

選手2名 選手 入江菜々美 選手 谷原　美来

№6 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

テニス
令和3年8月2日

～
令和3年8月4日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 徳丸　真史

選手 眞田　将吾 選手 堤　　隆貴 選手 馬場　亮汰

選手 田嶋晴太朗 選手 本山　知苑

№7 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

テニス
令和3年3月20日

～
令和3年3月26日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 金山　敦思

選手 五十嵐唯愛 選手 上江瀧桃花 選手 丸山　愛以

選手 小畑　莉音 選手 小林　海夢 選手 久保結希凪

選手 義基　　慧 選手 市川　彩矢

№8 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

バスケットボール
令和3年1月4日

～
令和3年1月7日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 稲垣　　愛

選手 東　　紅花 選手 坂本沙明良 選手 永井友里菜

選手 辻村　望乃 選手 黒川　心音 選手 小倉　楓彩

選手 深津　唯生 選手 近藤　可乃 選手 國保　幸希

選手 井口　姫愛 選手 永福　歩暖 選手 福王　伶奈

選手 鈴木瑚香南 選手 濱田ななの 選手 秋葉妃奈詩

ﾁｰﾑ名

大　　会　　名

愛知県

四日市工業高等学校
テニス部

令和3年度全国高等学校総合体育大会
テニス競技大会

男子団体

大　　会　　名

三重県選抜（女子2人チーム）
第58回全日本ボウリング選手権大会

女子2人チーム戦

選手8名

長野県

選手5名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

ﾁｰﾑ名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市商業高等学校
テニス部

第43回全国選抜高校テニス大会
女子団体戦

福岡県

四日市メリノール学院中学校
バスケットボール部

（令和2年度）

2020年度
第1回全国U15バスケットボール選手権大会

女子の部

東京都

選手15名



№9 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

バスケットボール
令和3年8月18日

～
令和3年8月21日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 稲垣　　愛

選手 井口　姫愛 選手 永福　歩暖 選手 伊藤　千寛

選手 蛭薙　実柚 選手 深津　唯生 選手 大久保結奈

選手 内野　ゆら 選手 鈴木　文菜 選手 水野　桃花

選手 濱田ななの 選手 太田　妃優 選手 前川　桃花

選手 澁谷　虹歩 選手 北野　　空 選手 鈴木瑚香南

№10 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

柔道 令和3月11月13日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 佐藤　武尊

選手 上林山未来 選手 西　　奈緒 選手 髙橋真莉弥

選手 寺本みやび

№11 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

剣道
令和3年12月18日

～
令和3年12月19日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 南部　智憲

選手 舩木　里寧 選手 浦谷　真由 選手 原口　　怜

選手 神谷　夏希 選手 藤尾　風月

№12 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

ラグビー
フットボール

令和3年2月21日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

選手 鈴木　侑晏 選手 舩橋　那緒 選手 谷口　琴美

選手 玉井　希絵 選手 三輪　里佳 選手 伊藤　優希

選手 末　　結希 選手 齊藤　聖奈 選手 原　仁以奈

選手 山本　　実 選手 三谷　咲月 選手 片嶋　佑果

選手 Timaima Ravisa 選手 Georgia Daals 選手 庵奥　里愛

選手 山本さやか 選手 和田　萌里 選手 菅原　菜那

選手 渡辺　桜子 選手 保井　沙予 選手 山中　侑香

選手5名

選手21名

ﾁｰﾑ名

第51回全国中学校バスケットボール大会
女子

大　　会　　名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

鈴鹿工業高等専門学校
女子剣道部

愛知県

千葉県

PEARLS
第7回全国女子ラグビーフットボール選手権大

会

第56回全国高等専門学校体育大会
剣道競技　女子団体戦

宮城県

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

皇學館大学　柔道部
2021年度全日本学生柔道優勝大会（女子30回）

女子3人制

選手4名

選手15名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

群馬県

四日市メリノール学院中学校
バスケットボール部

（令和3年度）


