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1.はじめに

あ い さ つ 

公益財団法人三重県スポーツ協会 

理事長  村 木 輝 行 

～スポーツの力で三重を元気に！！～ 

これまで、アスジョブみえ「トップアスリート就職支援事業」は、安定した競技力を確保するた

め平成 27年度より開始し、県内の企業様等のご協力のもとこれまでに、２００名の選手を採

用していただきました。心より御礼申し上げます。 

また、これまでにご採用頂いた選手の皆さんに対し社業と練習環境の確保が両立するよう

お取り計らいを頂きましたことに重ねて感謝申し上げます。 

残念ながら「三重とこわか国体」は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い中止という結果に

なりました。本来なら、ご採用いただいた選手たちがこの三重とこわか国体で躍動することに

期待も高まっていた中で、非常に悔しい思いをいたしました。 

 しかし、これまで「三重とこわか国体」の成功に向け、多くの企業様等にご協力を頂いた「就職

支援事業」をはじめ様々な取り組みは今後の本県のスポーツ振興の財産になると確信をしてお

ります。これまでの経験を活かしさらなるスポーツの振興に繋げていく覚悟でございます。 

 今回、これまでの事業成果として「事業成果報告書」（平成 27年度から令和 3年度まとめた

もの）を作成いたしました。ご覧いただきたく存じます。 

引き続き、今後もアスジョブみえ「トップアスリート就職支援事業」を継続し、三重県のスポー

ツの発展に向けて努力いたす所存でございます。

事業の継続についてご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

令和 4年 3月末日  
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２.事業の成果 平成 27年度～令和 3年度 

ご協力企業様・・・公表 21３社 

非公表 31社   計 24４社 

既採用・内定選手数・・・２００名 （９０社） ※令和 4年 3月３1日現在 

ご協力企業様一覧 

令和 4年 3月 31日現在 （掲載順序：五十音順） 

No. 企業等名 業種 

（あ行～） 

1 株式会社アイ・エス・エス 製造業（住宅設備・飲料） 

2 ＩＣＤＡグループ 小売業（自動車） 

3 株式会社赤福 製造及び小売業 

4 株式会社アクトス フィットネス業

5 朝日ガスエナジー株式会社 電気・ガス 

6 アサヒグローバルホーム株式会社 販売業（受託住宅） 

7 旭工機株式会社 総合工事業 

8 旭電気株式会社 製造業（電気機械） 

9 旭電器工業株式会社 製造業（配線器具） 

10 あづまフーズ株式会社 製造業（食料品） 

11 株式会社アドバンスコープ 情報通信業 

12 イオンリテール株式会社東海カンパニー 小売業 

13 伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 情報通信業 

14 伊賀越株式会社 製造業（食料品） 

15 株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム 製造業（食料品） 

16 石川商工株式会社 卸売業（コンクリート） 

17 有限会社石周メッツ フィットネス業

18 石田鉄工株式会社 製造業（金属製品） 

19 伊勢くすり本舗株式会社 製造業（医薬品） 

20 伊勢湾マリン開発株式会社 フィットネス業

21 株式会社一志精工電機 製造業（電気機械器具） 

22 株式会社伊藤製作所 製造業（自動車関連部品） 

23 井村屋グループ株式会社 製造業（食品） 

24 上野ガス株式会社 小売業(液化⽯油ガス) 

25 上野キヤノンマテリアル株式会社 製造業（その他） 
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No. 企業等名 業種 

26 宇野重工株式会社 製造業（金属製品） 

27 ＡＧＦ鈴鹿株式会社 製造業（飲料） 

28 エイベックス株式会社 製造業（自動車関連部品） 

29 株式会社エクセディ 製造業（機械） 

30 学校法人エスコラピオス学園 教育業 

31 エステートケミカル株式会社 化学工業 

32 エバ工業株式会社 製造業（一般機械器具） 

33 株式会社荏原風力機械 製造業（機械） 

34 株式会社ＭＩＥテクノ 卸売業（建設資材） 

35 株式会社エルテックス 設備工事業 

36 株式会社オオコーチ 製造業（木製品） 

37 株式会社大津屋 卸売業 

38 岡三証券株式会社 金融業 

39 オキツモ株式会社 製造業（塗料） 

40 オリンピアスポーツクラブ フィットネス業

41 社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 医療・福祉 

42 社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院 医療・福祉 

（か行～） 

43 釜屋株式会社 卸売業（鉄鋼、機械） 

44 株式会社カンキョー 設備工事業 

45 社会福祉法人 絆 医療・福祉 

46 北伊勢上野信用金庫 金融業 

47 株式会社北村組 総合工事業 

48 株式会社ぎゅーとら 小売業 

49 一般財団法人近畿健康管理センター 医療・福祉 

50 九鬼産業株式会社 製造業（食料品） 

51 学校法人享栄学園鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 教育業 

52 クラギ株式会社 小売業 

53 株式会社グリーンズ 旅館・ホテル業 

54 桑名三重信用金庫 金融業 

55 株式会社ケーブルネット鈴鹿 情報通信業 

56 ＫＨネオケム株式会社 化学工業 

57 ケイミュー株式会社伊賀事業所 製造業（屋根材・外壁材） 
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No. 企業等名 業種 

58 株式会社コイサンズ 飲食業 

59 学校法人皇學館 教育業 

60 社会福祉法人恒心福祉会 医療・福祉 

61 株式会社交洋 卸売業（食料品） 

62 光洋メタルテック株式会社 製造業（輸送用機械） 

63 株式会社コスモス・コーポレーション サービス業（検査・申請）

64 コスモ石油株式会社 製造業（石油・石炭） 

（さ行～） 

65 株式会社サイネックス 出版・印刷 

66 桜丘中学校・高等学校 教育業 

67 医療法人 桜木記念病院 医療・福祉 

68 株式会社札幌かに本家 飲食業 

69 サラヤ株式会社 製造業（薬品） 

70 三惠工業株式会社 製造業（椅子） 

71 三幸株式会社 サービス業（ビルメンテナンス）

72 株式会社三交タクシー 運輸業 

７３ 株式会社三十三銀行 金融業 

7４ 三昌鶏卵株式会社 製造業（食料品） 

7５ 三昌物産株式会社 総合食品業 

7６ 株式会社サンショク 製造業（食料品） 

7７ サンユー技研工業株式会社 製造業（金属製品） 

7８ 株式会社シー・ティー・ワイ 情報通信業 

7９ ＪＡいがふるさと 農業協同組合 

８０ ＪＡ伊勢 農業協同組合 

8１ ＪＡ鈴鹿 農業協同組合 

8２ ＪＡ多気郡 農業協同組合 

8３ ＪＡ津安芸 農業協同組合 

8４ ＪＡ松阪 農業協同組合 

8５ ＪＡみえきた 農業協同組合 

8６ ＪＡ三重厚生連 医療・福祉 

8７ ＪＡ三重中央 農業協同組合 

8８ 株式会社ジャパンスポーツ運営 フィットネス業

8９ ジャパンマテリアル株式会社 サービス業（その他）
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No. 企業等名 業種 

９０ 医療法人社団主体会 主体会病院 医療・福祉 

9１ 株式会社松和産業 製造業（精密機器） 

9２ 新日本工業株式会社（桑名市） 製造業（一般機械） 

9３ スーパーサンシ株式会社 小売業 

9４ 株式会社スエヒロ EPM 製造業（一般機械器具） 

9５ 株式会社水貝製作所 製造業（医療機器） 

9６ 学校法人鈴鹿医療科学大学 教育業 

9７ 社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院 医療・福祉 

9８ 株式会社スズカ未来 卸売業（食品包装） 

9９ 株式会社鈴工 製造業（一般機械器具） 

１００ 株式会社ストーリア 旅館・ホテル業 

10１ 生活協同組合コープみえ 小売業 

10２ 医療法人誠仁会 医療・福祉 

10３ 瀬古食品有限会社 卸売業（食肉） 

10４ 社会福祉法人洗心福祉会 医療・福祉 

10５ セントラル硝子プラントサービス株式会社 製造業（ガラス加工） 

10６ 双福鋼器株式会社 製造業（各種保管棚） 

（た行～） 

10７ 大王運輸株式会社 運輸業 

108 株式会社ダイハツ三重 小売業（自動車） 

109 学校法人高田学苑 教育業 

110 株式会社竹屋 製造業（食料品） 

111 中央産商株式会社 卸売業（建設資材） 

112 中外医薬生産株式会社 化学工業 

113 チョーヤ梅酒株式会社 伊賀上野工場 製造業 （食料品) 

114 長永スポーツ工業株式会社 総合工事業 

115 チヨダウーテ株式会社 製造業（土石製品） 

116 株式会社塚本無線 製造業（防犯カメラ） 

117 辻製油株式会社 製造業（食品） 

118 学校法人津田学園 教育業 

119 株式会社津松菱 小売業 

120 株式会社ティアラ 保育事業 

121 株式会社デンソートリム 製造業（電気機械器具） 
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No. 企業等名 業種 

122 株式会社東海近畿クボタ 小売業 

123 東海コンクリート工業株式会社 製造業（土石製品） 

124 株式会社東海日動パートナーズ東海北陸 保険代理業 

125 東海物産株式会社 卸売業 

126 東邦地水株式会社 総合工事業 

127 東洋工業株式会社 製造業（産業機器） 

128 東洋ビューティ株式会社 上野工場 製造業（化粧品・医薬部外品） 

129 医療法人富田浜病院 医療・福祉 

130 トヨタモビリティパーツ株式会社三重支社 卸売業（自動車部品） 

１３１ 株式会社トヨタレンタリース三重 サービス業（リース・レンタル）

（な行～） 

13２ 株式会社中尾製作所 製造業（金属製品） 

13３ 名張近鉄ガス株式会社 電気・ガス 

13４ 株式会社ナベル 製造業（産業機器） 

13５ 生川倉庫株式会社 倉庫業 

13６ 大東自動車株式会社（南部自動車学校） 教育・学習支援業 

13７ 日合通信電線株式会社 製造業（電線） 

13８ ニチニチ製薬株式会社 製造業（健康食品） 

13９ 株式会社日商 運輸業 

1４０ 日本土建株式会社 総合工事業 

14１ 株式会社日本陸送 運輸業 

14２ 株式会社日本グリーン 工事業（造園） 

14３ 日本ハム食品株式会社 桑名プラント 製造業（食料品） 

14４ 株式会社ネクスト・ワン トレーディングカードゲーム事業

（は行～） 

14５ 萩野メタルワークス株式会社 製造業（金属加工） 

14６ 万協製薬株式会社 化学工業 

14７ パナソニックライフソリューションズ電材三重株式会社  製造業 

14８ 株式会社葉山電器製作所 製造業（電気機械器具） 

14９ 株式会社ビーイング ソフトウエア

1５０ 株式会社光機械製作所 製造業（機械器具） 

15１ 光精工株式会社 製造業（輸送用機械） 

15２ 久居交通株式会社 運輸業 
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No. 企業等名 業種 

１５３ 豊田合成日之出株式会社 製造業（ゴム製品） 

15４ 株式会社百五銀行 金融業 

15５ 株式会社ヒラマツ 製造業（一般機械器具） 

15６ 廣瀬精工株式会社 製造業（機械器具） 

15７ 株式会社フジ技研 製造業（輸送用機械器具） 

15８ 富士ゼロックス三重株式会社 卸売業（事務機器） 

15９ フジタ電業株式会社 製造業（産業機器） 

1６０ 富士電設株式会社 設備工事業 

16１ 藤森工業株式会社 名張事業所 化学工業 

16２ 府洲グループ 医療・福祉 

16３ 扶桑工機株式会社 製造業（機械器具） 

16４ フタバ電子工業株式会社 製造業（電気機械器具） 

16５ 株式会社フローラ 販売業 

16６ 堀田建設株式会社 総合工事業 

167 堀田スポーツ開発株式会社 フィットネス業

（ま行～） 

168 前田運送株式会社 運輸業 

169 株式会社マスヤ 製造業（食料品） 

170 マツオカ建機株式会社 サービス業(レンタルリース)

171 マックスバリュ東海株式会社 小売業 

172 松阪飯南森林組合 森林組合 

173 松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 情報通信業 

174 松阪興産株式会社 製造業（土石製品） 

175 株式会社松阪鉄工所 製造業（金属製品） 

176 株式会社松阪電子計算センター サービス業（情報処理）

177 三重エフエム放送株式会社 情報通信業 

178 学校法人みえ大橋学園 教育業 

179 三重化学工業株式会社 化学工業 

180 三重機械鐵工株式会社 製造業（設備工事業） 

18１ 一般財団法人三重県環境保全事業団 環境保全事業 

18２ 社会福祉法人三重県厚生事業団 医療・福祉 

18３ 三重県森林組合連合会 森林組合 

１８４ 公益財団法人三重県スポーツ協会 スポーツ振興
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No. 企業等名 業種 

185 三重県農業共済組合 共済組合 

186 三重県民共済生活協同組合  保険業 

187 三重交通株式会社 運輸業 

18８ 国立大学法人三重大学 教育業 

1８９ 三重中央開発株式会社 サービス業（その他） 

19０ 株式会社三重電子計算センター サービス業（情報処理） 

19１ 三重トヨタ自動車株式会社 小売業（自動車） 

19２ 三重トヨペット株式会社 小売業（自動車） 

19３ 株式会社三重平安閣 サービス業（冠婚葬祭） 

19４ 株式会社ミエライス 販売業（食料品） 

19５ 三重リコピー株式会社 卸売業（複写機） 

19６ 水谷モデル株式会社 製造業（その他） 

19７ 株式会社宮﨑本店 製造業（食料品） 

19８ 株式会社ミルボン 化学工業 

１９９ 株式会社名阪造園 造園工事業 

20０ メロディアン株式会社三重工場 製造業（食料品） 

20１ 森岡産業株式会社 製造業（金属製品） 

（や行～） 

20２ 株式会社安永 製造業（産業機器） 

20３ ヤナセメディケアグループ 医療・福祉 

20４ ヤマダイ食品株式会社 製造業（食料品） 

20５ 山忠ホールディングス株式会社 製造業（食料品） 

20６ 株式会社山本本店 不動産業 

20７ ヤマモリ株式会社 製造業（食品） 

20８ 株式会社ＵＬJapan サービス業 

2０９ 社会福祉法人有徳会 医療・福祉 

21０ 株式会社ヨシザワ 製造業（その他） 

21１ 四日市看護医療大学 教育業 

（ら行～） 

21２ ロート製薬株式会社 上野テクノセンター 製造業（医薬品） 

21３ 株式会社ロンビック 化学工業 
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選手を採用していただいた企業様一覧 

令和 4年 3月 31日現在 （掲載順序：五十音順） 

企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

株式会社赤福 ホッケー(女性：1名) 令和 2年度 

株式会社アクトス ソフトボール(男性：1名) 令和 2年度 

朝日ガスエナジー株式会社 フェンシング(男性：1名) 平成 30年度 

旭工機株式会社 ソフトボール(女性：1名) 2019年度 

旭電器工業株式会社 バレーボール(女性：1名) 

バレーボール(女性：1名) 

2019年度 

令和 2年度 

あづまフーズ株式会社 レスリング(男性：1名) 

陸上競技(男性：1名) 

平成 30年度 

2019年度 

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社 ボウリング(女性：1名) 2019年度 

伊勢学園高等学校 陸上競技(女性：1名) 令和 3年度 

伊勢湾マリン開発株式会社 ボート(男性：1名) 令和 2年度 

株式会社一志精工電機 ボート(女性：1名) 令和 2年度 

株式会社伊藤製作所 バスケットボール(男性：1名) 令和 2年度 

井村屋グループ株式会社 ボート(男性：1名) 

弓道(女性：1名) 

ライフル射撃(女性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

株式会社ウエノテック ハンドボール(女性：1名) 令和 2年度 

上野ガス株式会社 クレー射撃(男性：1名) 平成 30年度 

エイベックス株式会社 ボクシング(男性：1名) 

ウエイトリフティング(男性：1名) 

令和 3年度 

令和 2年度 

株式会社エクセディ サッカー(女性：7名) 

サッカー(女性：10名) 

卓球(女性：2名) 

令和 2年度 

令和 3年度 

令和 2年度 

ＮＴＮ株式会社桑名 陸上競技(女性：1名) 

軟式野球(男性：5名) 

令和 2年度 

令和 2年度 

株式会社エルテックス バレーボール(男性：1名) 

ウエイトリフティング(男性：1名) 

ウエイトリフティング(男性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

株式会社大津屋 バレーボール(男性：1名) 令和 2年度 

岡三証券株式会社 ホッケー(女性：1名) 令和 2年度 

オキツモ株式会社 ホッケー(男性：1名) 平成 30年度 

社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院 ソフトボール(女性：1名) 令和 2年度 
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企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

社会福祉法人 絆 バレーボール(女性：1名) 

バレーボール(女性：1名) 

平成 30年度 

令和 3年度 

北伊勢上野信用金庫 ハンドボール(男性：1名) 平成 30年度 

九鬼産業株式会社 ラグビーフットボール(女性：1名) 

ラグビーフットボール(女性：1名) 

2019年度 

令和 2年度 

桑名三重信用金庫 バレーボール(男性：1名) 

バレーボール(男性：1名) 

軟式野球(男性：3名) 

2019年度 

令和 3年度 

令和 2年度 

株式会社ケーブルネット鈴鹿 ハンドボール(男性：1名) 2019年度 

学校法人皇學館 ライフル射撃(男性：1名) 平成 30年度 

コスモ石油株式会社 ラグビーフットボール(女性：2名) 

ラグビーフットボール(女性：1名) 

2019年度 

令和 2年度 

コスモテクノ四日市株式会社 バレーボール(男性：1名) 令和 2年度 

サラヤ株式会社 ホッケー(男性：1名) 平成 29年度 

三交不動産株式会社 バレーボール(男性：1名) 令和 3年度 

サンユー技研工業株式会社 ライフル射撃(男性：1名) 2019年度 

株式会社シー・ティー・ワイ バレーボール(男性：1名) 

バスケットボール(女性：1名) 

令和 3年度 

平成 30年度 

ＪＡ多気郡 ソフトボール(男性：1名) 平成 29年度 

ＪＡ津安芸 バレーボール(女性：1名) 

ソフトボール(女性：1名) 

平成 29年度 

平成 30年度 

ＪＡみえきた ハンドボール(男性：1名) 

バスケットボール(男性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

ＪＡ三重厚生連 弓道(女性：1名) 令和 2年度 

医療法人社団主体会 主体会病院 ラグビーフットボール(女性：１名) 平成 30年度 

正和製菓株式会社 バレーボール(男性：2名) 令和 3年度 

新日本工業株式会社(桑名) 陸上競技(男性：1名) 

陸上競技(女性：1名) 

2019年度 

令和 2年度 

株式会社スエヒロ EPM アーチェリー(男性：1名) 令和 2年度 

社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 カヌー(女性：1名) 令和 3年度 

学校法人享栄学園 鈴鹿大学 ウエイトリフティング(女性：1名) 令和 3年度 

株式会社スズカ未来 ハンドボール(男性：1名) 

ハンドボール(女性：1名) 

平成 30年度 

令和 3年度 

株式会社ストーリア ボート(男性：1名) 2019年度 
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企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

住友電装株式会社 ラグビーフットボール(女性：2名) 

ラグビーフットボール(女性：1名) 

ラグビーフットボール(女性：3名) 

ラグビーフットボール(女性：3名) 

スポーツ・クライミング(男性：1名) 

平成 28年度 

平成 29年度 

平成 30年度 

2019年度 

平成 30年度 

株式会社ＺＴＶ ボート(男性：1名) 

ボート(女性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

相好株式会社 体操競技(男性：6名) 

体操競技(女性：3名) 

体操競技(女性：1名) 

令和 2年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

株式会社第三銀行（株式会社三十三銀行） バレーボール(女性：1名) 

アーチェリー(男性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

中外医薬生産株式会社 ホッケー(女性：1名) 

ホッケー(女性：2名) 

令和 2年度 

令和 3年度 

チヨダウーテ株式会社 バレーボール(男性：1名) 

バスケットボール(女性：1名) 

平成 30年度 

2019年度 

津田スイミングスクール 水泳(男性：1名) 2019年度 

テイ・エステック株式会社 軟式野球(男性：3名) 令和 2年度 

株式会社ティアラ なぎなた(女性：1名) 令和 2年度 

株式会社デンソートリム バレーボール(男性：1名) 令和 3年度 

東海物産株式会社 バスケットボール(男性：1名) 令和 2年度 

南部自動車学校 陸上競技(男性：1名) 令和 2年度 

株式会社日商 ハンドボール(男性：1名) 

ハンドボール(男性：1名) 

ラグビーフットボール(女性：2名) 

平成 30年度 

2019年度 

令和 2年度 

株式会社日本陸送 ハンドボール(男性：2名) 

ハンドボール(男性：1名) 

バスケットボール(男性：1名) 

平成 29年度 

令和 3年度 

令和 2年度 

ノザキ製菓株式会社 ソフトボール(女性：1名) 令和 2年度 

パナソニック株式会社四日市 軟式野球(男性：5名) 令和 2年度 

光精工株式会社 ボウリング(男性：1名) 令和 2年度 

株式会社百五銀行 水泳(女子：1名) 

セーリング(男性：1名) 

ホッケー(女性：1名) 

アーチェリー(女性：1名) 

ボウリング(女性：1名) 

柔道(男性：1名) 

柔道(女性：1名) 

カヌー(女性：1名) 

令和 2年度 

平成 30年度 

2019年度 

2019年度 

2019年度 

2019年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

株式会社福村屋 ハンドボール(女性：1名) 令和 2年度 
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企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

府洲グループ ボクシング(男性：1名) 

バレーボール(女性：1名) 

令和 3年度 

令和 2年度 

扶桑工機株式会社 ボウリング(男性：1名) 

カヌー(女性：1名) 

平成 29年度 

平成 30年度 

フタバ電子工業株式会社 バレーボール(女性：1名) 令和 2年度 

船谷ホールディングスグループ 

 

陸上競技（女性：1名） 

ソフトボール(女性：1名) 

令和 3年度 

令和 2年度 

有限会社フミコーポレーション アーチェリー(女性：1名) 令和 2年度 

ブリヂストンケミテック ホッケー(女性：1名) 令和 2年度 

Honda Cars三重北 ハンドボール(女性：1名) 令和 2年度 

マツオカ建機株式会社 陸上競技（女性：1名） 

水泳(男性：1名) 

ハンドボール(女性：1名) 

ボウリング(男性：1名) 

令和 3年度 

令和 3年度 

令和 3年度 

平成 30年度 

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社 ホッケー(男性：1名) 

ソフトボール(女性：1名) 

令和 3年度 

令和 3年度 

松阪興産株式会社 ソフトテニス(女性：2名) 平成 29年度 

三重化学工業株式会社 自転車競技(男性：1名) 令和 2年度 

株式会社三重銀行（株式会社三十三銀行） バスケットボール(女性：2名) 

ソフトボール(男性：1名) 

フェンシング(男性：1名) 

ラグビーフットボール(女性：1名) 

空手道(女性：1名) 

令和 2年度 

平成 30年度 

令和 3年度 

令和 3年度 

令和 2年度 

公益財団法人三重県スポ―ツ協会 ライフル射撃(男性：1名) 2019年度 

三重県民共済生活協同組合 スキー(男性：1名) 2019年度 

三重交通株式会社 ホッケー(女性：1名) 

バレーボール(女性：1名) 

ソフトボール(女性：1名) 

ソフトボール(女性：1名) 

ソフトボール(女性：1名) 

令和 2年度 

平成 30年度 

2019年度 

令和 2年度 

令和 3年度 

三重テレビ放送株式会社 フェンシング（男性：1名） 平成 28年度 

株式会社三重電子計算センター セーリング(女性：1名) 平成 30年度 

三重トヨタ自動車株式会社 セーリング(女性：1名) 平成 29年度 

三重トヨペット株式会社 水泳(男性：1名) 令和 2年度 

水谷モデル株式会社 スキー(女性：1名) 2019年度 

ヤナセメディケアグループ ソフトボール(女性：1名) 2019年度 

ヤマモリ株式会社 バスケットボール(女性：1名) 令和 3年度 
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企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

四日市看護医療大学 ラグビーフットボール(女性：1名) 2019年度 

株式会社ロンビック バレーボール(男性：1名) 

バスケットボール(男性：1名) 

平成 30年度 

令和 2年度 

   

   

平成２８年度 3 名 

平成２９年度 10 名 

平成３０年度 29 名 

2019年度 2８ 名 

令和 2年度 8３ 名 

令和 3年度 40 名 

合計 193 名 

 

 

令和３年度選手を内定していただいた企業様一覧 

令和 4年 3月 31日現在 （掲載順序：五十音順） 

企業等名 採用選手競技（人数） 採用年度 

あづまフーズ株式会社 水泳（女性：１名） 令和４年度 

三交不動産株式会社 バレーボール（男性：１名） 令和３年度（中途） 

株式会社デンソートリム バスケットボール（男性：１名） 令和４年度 

株式会社トヨタレンタリース三重 セーリング（女性：１名） 令和４年度 

株式会社日商 ウエイトリフティング（男性：１名） 令和４年度 

船谷ホールディングスグループ 陸上競技(女性：１名) 令和３年度（中途） 

マツオカ建機株式会社 陸上競技（女性：１名） 令和３年度（中途） 

松阪興産株式会社 

 

ボート（女性：1名） 

ソフトボール（男性：１名） 

令和４年度 

令和４年度 

ヤナセメディケアグループ バレーボール（女性：１名） 令和４年度 
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採用選手の活躍 

～国民体育大会～ 

企業名 競技 名前 成績 

第７１回国民体育大会（希望郷いわて国体） 

三重テレビ放送㈱ フェンシング（ﾌﾙｰﾚ） 鈴木 一平 第６位 

住友電装㈱ 
ラグビーフットボール 

伊藤 絵美 

齋藤 聖奈 

林  明里 
第５位 

㈱日商 山本さやか 

第７２回国民体育大会（愛顔つなぐえひめ国体） 

住友電装㈱ 
ラグビーフットボール 

伊藤 絵美 

齋藤 聖奈 第５位 

㈱日商 山本さやか 

第７３回国民体育大会（福井しあわせ元気国体） 

㈱百五銀行 セーリング（ﾚｰｻﾞｰ級） 南里 研二 第２位 

㈱三重電子計算センター セーリング（ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級） 多田  緑 第６位 

㈱スズカ未来 

ハンドボール 

古川 大輔 

第５位 

北伊勢上野信用金庫 吉田英太郎 

三重北農業協同組合 原田 竜汰 

㈱日商 山田 雄大 

日本陸送㈱ 
井上 翔稀 

青木  優 

朝日ガスエナジー㈱ フェンシング（ﾌﾙｰﾚ） 池畑亮太朗 第７位 

住友電装㈱ 

ラグビーフットボール 

伊藤 絵美 

齋藤 聖奈 

林  明里 

谷口 琴美 

和田 萌里 
第５位 

㈱日商 山本さやか 

九鬼産業㈱ 三輪 里佳 

(医)主体会主体会病院 船橋 那緒 

扶桑工機㈱ ボウリング（4人ﾁｰﾑ戦） 加藤 勇紀 第３位 
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第７４回国民体育大会（いきいき茨城ゆめ国体） 

新日本工業㈱ 陸上競技（4×100ｍﾘﾚｰ） 矢橋 寛明 第２位 

津田スイミングスクール 水泳（ﾌﾘｰﾘﾚｰ 4×50ｍ） 石黒 智基 第４位 

あづまフーズ㈱ レスリング（ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ） 河野 隆太 第２位 

㈱百五銀行 セーリング（ﾚｰｻﾞｰ級） 南里 研二 第７位 

三重トヨタ自動車㈱ セーリング（ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙ級） 多田 桃子 第１位 

朝日ガスエナジー㈱ フェンシング（ｴﾍﾟ） 池畑亮太朗 第１位 

㈶三重県スポーツ協会 
ライフル射撃（FR20K） 

         （FR60PR） 
山本 拓生 

第３位 

第８位 

住友電装㈱ ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ（ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ） 渡部 桂太 第３位 

㈱百五銀行 アーチェリー 古田  悠 第７位 

㈱伊賀上野ケーブルテレビ ボウリング（４人ﾁｰﾑ戦） 梶田ひかる 第６位 

㈱百五銀行 

ボウリング（４人ﾁｰﾑ戦） 

ボウリング（２人ﾁｰﾑ戦） 

ボウリング（個人戦） 

谷原 未来 

第６位 

第１位 

第５位 

第７５回国民体育大会冬季大会（とやま・なんと国体） 

水谷モデル(株) スキー（ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ） 中澤 真緒 第５位 

 

 

～その他大会～ 

企業名 競技 名前 成績 

第７２回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 

松阪興産㈱ ソフトテニス 
土井さくら 

山田 優菜 
第５位 

第９６回全日本選手権大会 

井村屋㈱ ボート（ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ） 港  裕哉 第６位 

2019―2020 V.LEAGUE DIVISION2 

チヨダウーテ㈱ 

バレーボール 

上出 哲也 

第６位 
㈱ロンビック 北田 陽季 

㈱エルテックス 前川 翔太 

桑名三重信用金庫 松永 崚汰 

第１０回全国６人制バレーボール総合優勝大会 決勝リーグ 

㈱第三銀行 
バレーボール 

奥山 奈映 
第３位 

三重交通㈱ 市川 衣利 
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（福）絆 安濃津愛の里 
バレーボール 

竹本 由美 
第３位 

旭電器工業㈱ 近藤 葉月 

全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 

サンユー技研工業㈱ 
ライフル射撃（AR60） 

ライフル射撃（FR60PR） 
盛田 泰成 

第７位 

第４位 

FISフリースタイル・ワールドカップ[スキークロス]第１１戦 

三重県民共済生活協同組合 スキー 小林 竜登 出場 

第１０４回日本陸上競技選手権大会 

新日本工業㈱ 陸上競技（走幅跳） 山下 友佳 第８位 

第９８回全日本選手権大会 

井村屋㈱ 
ボート（舵なしペア） 

湊  裕哉 
第８位 

伊勢湾マリン開発㈱ 大倉 正也 

㈱ZTV ボート（ﾀﾞﾌﾞﾙｽｶﾙ） 木戸ひかり 第８位 

第４２回全日本社会人ホッケー選手権 

㈱百五銀行 

ホッケー 

森川 芽栄 

第５位 

㈱赤福 石田明日華 

岡三証券㈱ 西岡  結 

中外医薬生産㈱ 菅原  楓 

ブリヂストンケミテック 小林 はな 

三重交通㈱ 市山 千貴 

レーザー全日本選手権 

㈱百五銀行 セーリング（レーザー級） 南里 研二 第２位 

全日本ライフル射撃競技大会 

㈶三重県スポーツ協会 ライフル射撃（FR60PR） 山本 拓生 第３位 

全日本クレー射撃選手権大会 

上野ガス㈱ クレー射撃（スキート） 脇屋  昴 第４位 

第６９回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 

伊勢学園高等学校 陸上競技（走高跳） 浅井 さくら 第２位 

新日本工業㈱ 陸上競技（１００ｍ） 矢橋 寛明 第４位 

ＮＴＮ㈱桑名 陸上競技（２００ｍ） 柴山 沙也香 第６位 

第９７回日本選手権水泳競技大会 

三重トヨペット㈱ 水泳（５０m背泳ぎ） 宇野 柊平 第５位 

津田スイミングスクール 水泳（50ｍ 自由形） 石黒 智基 第８位 
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ジャパンオープン 2021 

三重トヨペット㈱ 
水泳（５０m背泳ぎ） 

宇野 柊平 
第５位 

（100m背泳ぎ） 第５位 

2021プレナスなでしこリーグ 1部 

㈱エクセディ サッカー 

東   菜月 

第１位 

渡邊  凛 

村上 夏奈瀬 

米川 愛梨 

鈴木 千尋 

竹下 奏彩 

常田 菜那 

常田 麻友 

江頭 一花 

沖野 くれあ 

片山 真鞠 

山﨑 愛海 

西林 里恵 

中村 ひかる 

秦  美結 

第 54回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会 

相好㈱ 体操（体操競技） 
佐藤 智輝 

第４位 
小森 敬介 

第５８回全日本トランポリン競技選手権大会 

相好㈱ 

体操（トランポリン） 

シンクロナイズド競技 

個人競技 

太村 成見 

 

第２位 

第８位 

  シンクロナイズド競技  植田 太郎 第７位 

第３５回世界トランポリン競技選手権大会日本代表最終選考会 

相好㈱ 

体操（トランポリン） 

個人競技 
太村 成見 第３位 

  シングルナイズド競技  植田 太郎 第４位 

日本卓球リーグ選手権ビックトーナメント熊本大会 

㈱エクセディ 
卓球（シングル） 

   （シングル・ダブルス） 

出雲 美空 

浅井 一恵 

第３位 

各第５位 

-17-



2021年度前期日本卓球リーグ千葉大会 

㈱エクセディ 卓球（団体） 出雲 美空 第３位 

アジア・オセアニア選手権 2021 

㈱百五銀行 柔道 原沢 久喜 第１位 

東京２０２０オリンピック 

㈱百五銀行 

柔道（男女混合団体戦） 

柔道（100㎏超級） 
原沢 久喜 

第２位 

第５位 

セーリング（レーザー級） 南里 研二 第３０位 

2021年度カヌースラローム日本代表選手選考会 

㈱百五銀行 カヌー（WC-1） 八木 愛莉 第１位 

鈴鹿回生病院 カヌー（WK-1） 藤井 南帆 第５位 

第 54回全日本社会人ターゲットアーチェリー大会 

㈲フミコーポレーション 
アーチェリー（リカーブ） 

上田 紗安羅 第６位 

㈱百五銀行 古田  悠 第７位 

全日本実業団選手権 

㈱三十三銀行  

アーチェリー（リカーブ） 

 

山田 啓睦 第５位 

㈲フミコーポレーション 上田 紗安羅 第５位 

㈱百五銀行 古田  悠 第８位 

READY STEADY TOKYO 

上野ガス㈱ クレー射撃（スキート） 脇屋  昴 第３位 

NHK杯第 54回全日本選抜ボウリング選手権大会 

㈱百五銀行 ボウリング  谷原 美来 第４位 
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～参考資料～ 

○協力企業様用 求人申込書 
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○選手用 エントリーシート 
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３.活動報告                                         

＜トップアスリート採用企業 事例紹介ミーティングの開催＞ 

日 時：令和元年１１月２８日（木） １０:３０～１２:００ 

場 所：プラザ洞津 ２階 「飛翔の間」 

主 催：公益財団法人三重県体育協会、三重県地域連携部・全国障害者スポーツ大会局 

参加者：１０６名［内訳］協力企業６０名、競技団体１１名、報道関係２名、参画者３３名 

内 容： 

1.開会挨拶 三重県副知事 渡邉信一郎 

2.事業概要説明 

3.採用企業事例発表① チヨダウーテ㈱ 取締役 常務執行役員 管理本部長 種田貴志氏 

4.採用企業事例発表② 上野ガス㈱・上野都市ガス㈱ 代表取締役社長 中井茂平氏 

5.採用選手事例発表① あづまフーズ㈱ ロジスティック部（レスリング競技） 河野隆太氏 

6.採用選手事例発表② 伊賀上野ケーブルテレビ㈱ 技術部（ボウリング競技） 梶田ひかる氏 

7.応援企業認定証交付式 

8.閉会挨拶 （昼食） 
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＜トップアスリート応援アカデミーの開催＞ 

日 時：令和２年９月１日（火） １３:３０～１７:１５ 

場 所：三重県総合文化センター 

主 催：三重県競技力向上対策課、公益財団法人三重県スポーツ協会 

協 賛：大塚製薬株式会社、株式会社赤福、井村屋グループ株式会社、 

株式会社ピーキューテクノ、株式会社おみくじ工房 

参加者：１５７名 

[内訳]来賓３名、講師５名、選手・指導者１２１名、選手所属先関係者１７名、主催者１１名 

内 容： 

1.開会 

2.主催者あいさつ 三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局 局長 辻日出夫 

3.ご来賓あいさつ 三重県商工会議所連合会 会長 種橋潤治氏 

4.参会者紹介 

5.基調講演 スポーツジャーナリスト・大阪学芸高校教授 増田明美氏 

         「自分という人生の長距離ランナー」 

6.全体会 日本体育大学体育学部教授 杉田正明氏 

         「トレーニングとコンディショニングのスポーツ科学最前線」 

7.分科会①大阪体育大学教授 学長補佐 土屋裕睦氏 

         「トップを目指すためのスポーツ心理学」 

      ②NSCAジャパンヒューマンパフォーマンスセンター 

        ヘッドストレングス＆コンディショニングコーチ 吉田直人氏 

         「アスリートのムーブメントプレパレーションと体幹トレーニング」 

      ③スポーツ栄養ＷＡＴＳＯＮＩＡ代表 川端理香氏 

         「アスリートとして知っておくべき栄養管理」 

8.閉会あいさつ 三重県競技力向上対策本部 部長 

            公益財団法人三重県スポーツ協会 会長 鈴木英敬三重県知事 

9.閉会 
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４.今後の展望

令和 4年度の取り組みについて 

★県内定住を希望するスポーツ指導員や競技団体から推薦のあった選手に対し

て職業斡旋を行う。（国体で戦力となることが前提とする）

★これまでの功績があるスポーツ指導員やふるさと選手で、国体後の強化活動

に関わる意志のあるものについては、競技を引退するものであっても職業斡

旋を行う。

★これまで獲得した選手が競技活動に注力しやすい職場環境づくりと、今後も安

定した競技力を維持するための選手獲得に向けた活動を行う。

★原則フルタイム勤務が条件として企業へ採用を依頼する。（受入れ企業の中に

は引き続き勤務配慮をしていただく企業もある）

―令和 3年度採用事例― 

Ｃａｓｅ：1 スポーツ指導員⇒県内企業へご紹介 

●採用企業

あづまフーズ株式会社 様 （令和４年４月～）

●採用選手

千田舞奈美 選手 （水泳・競泳）  埼玉県出身

本県のスポーツ指導員として、令和３年４月より採用し三重

とこわか国体に向けて、競技活動に注力をした。 

３月に行われる大会を最後に引退し、お世話になった三重

県に恩返しがしたいとの思いで、本県への就職を希望したため、企業様へご紹介

させていただいた。今後は、社業に邁進しつつ本県水泳競技の更なる発展に向け

活躍が期待されます。 

●採用企業

船谷ホールディングスグループ 様（令和３年１１月～）

●採用選手

佐藤 若菜 選手 （陸上競技・投てき）  福島県出身

本県スポーツ指導員として、平成３１年４月より採用し 

三重とこわか国体に向けて、競技活動に注力した。 
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同大会中止決定後、中途採用で、企業様で勤務配慮と強化支援をいただきなが

ら、社業と競技活動を両立している。本県選手としての活躍並びに、ジュニア育成

等での活躍も期待される。 

Ｃａｓｅ：2 三重県出身選手（ふるさと選手）⇒県内企業へご紹介 

●採用企業

株式会社日商 様 （令和４年４月～）

●採用選手

横山 太偉雅 選手 （ウエイトリフティング） 三重県出身

四日市工業高校出身選手で、高校時代“選抜大会”“インター

ハイ”“国体”で三冠を達成した。他県の大学に進学し、更に

成長を遂げ、卒業後はふるさとの三重県で就職し社業と、本

県のウエイトリフティング競技の発展に貢献が期待される。 

Ｃａｓｅ：３ 県外出身者（新規選手）⇒県内企業へご紹介 

●採用企業

松阪興産株式会社 様 （令和４年４月～）

●採用選手

井上  匠 選手 （ソフトボール） 高知県出身

大学リーグ優勝や全日本選手権ベスト８などの成績を収め、

競技団体推薦により、本県国体強化指定チーム（三重県庁ク

ラブ）新入団選手として、企業へご紹介させていただいた。

Iターン選手として社業、競技ともに活躍が期待される。 
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第 77回国民体育大会（栃木国体）にむけて 

「栃木国体 総合順位 １０位以上」 

★三重県では、三重とこわか国体に向けたスポーツ振興の灯を絶やさないよう

にすることで、第７７回国民体育大会１０位以上を目標に掲げます。

本来であれば、三重とこわか国体で、企業様に採用された選手たちが躍動する姿

を観ることを楽しみにしておりましたが、本大会は新型コロナウイルス感染症拡

大のため中止を余儀なくされました。スポーツ競技団体や、三重県スポーツ協会

が望んでいた、６年後への延期もしないという判断になり、選手はもとより所属

先企業様の努力の成果を発揮する場が無くなり、誠に遺憾であります。 

しかしながら、三重とこわか国体に向け、「チームみえ」で歩んだ時間は決して無

駄なものではありません。 

この先も、“スポーツの力で三重を元気に”をテーマに、県内企業様にお力添えを

いただきながら、エネルギッシュなアスリートたちに活躍の場をご提供していけた

らと思っております。 

スポーツの力で 

三重を元気に！！！
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○問合せ先

公益財団法人三重県スポーツ協会 

〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町 1669 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 

  （県営鈴鹿スポーツガーデン） 

TEL : 059-372-3880 FAX : 059-372-3881 

E-Mail : athjobmie@mie-sports.or.jp

事務担当：河口・髙部・草深 

ホームページＵＲＬ http://www.mie-sports.or.jp/home/athjobmie




