
明日に向かって
三重県では全国・国際スポーツ大会で

活躍するトップアスリートに対し、

県内の企業や事務所に就職を支援し、

定着していただく取組を実施しています。
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全国・国際スポーツ大会で活躍するトップアスリートまたはその指導
者に対し、県内企業への就職支援を行い、双方にとって有益なマッチ
ングを実現させることを目的として取り組んでいる就職支援制度です。

アスジョブみえとは？

アスジョブみえの取組、ここが知りたい！
よくいただく質問にお答えします。

原則、正社員としての採用となります。
雇用形態は？

原則、一般社員と同等となります。ただし、練習時間の確保について
は、相談となります。

勤務形態は？

競技によりますが、オリンピックや世界選手権等を除き、概ね可能です。
社名やロゴは競技用具に使用できるの？

正社員として採用のため、雇用継続が原則となります。
引退後は？

裏面記載のアスジョブみえ事務局にお問い合わせください。
連絡先は？
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アスリートとしての経験はどのように活かされていますか？

アスリートの職場での様子は？

■競技生活を通して養われた明るく前向きな姿勢と与えられた業務をやり遂げようという強い意思はアスリ

　ートとしての経験が活かされていると感じました。

■今年 4月に製造部へ配属となり、まだ 1か月たちませんが先輩について仕事を覚える姿勢はアスリート時

　代に培った積極性や誠実さが伺え他の従業員にも刺激になっています。

生　年 1998 年 6 月 27 日

出身県 埼玉県

出身校 中京大学

種　目 水泳

■主な競技成績

　2021 年　第 4回日本社会人選手権水泳競技会 2位

■入社年月　2022 年 4 月 4 日

■所属部署　製造部

事 業 内 容　食品製造

従 業 員 数　110 名

資　本　金　9,000 万円

所　在　地　三重県三重郡菰野町永井 3095-45

設立年月日　1983 年 6 月 1 日

自身の課題を克服するために自分で試行錯誤する

アスリート精神に学び、企業として日々邁進して

いきます。

アスリート精神を職場で活用！

代表取締役

中島　　隆
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あづまフーズ株式会社

企業概要

水泳競技（競泳）

　4月から食品を加工する部署へ配属しています。まだ、慣れないことも
多いですが職場の方々に沢山支えられて頑張っています。私を受け入れて
くれたあづまフーズに少しでも早く仕事に慣れ会社に貢献していけたら思
います。

採用されたアスリート

千田　真奈美



■弊社がユニフォームスポンサーを務め、かつ三重とこわか国体に本県代表として出場予定だったヴィアティン三重バレーボールチー

ムの監督に就任するというご縁がきっかけで入社いただきましたが、競技活動は主に土日や平日の勤務時間後のみですので、土日定

休の部署で一般の社員と同様に勤務いただいており、特段の工夫等はございません。

■スポーツチームのマネジメントという、企業経営とはまた異なった視点で弊社を見ていただきたいと思っています。また、これまで

　のところ、やはり競技活動や指導経験で培ったコミュニケーション能力や思考力、問題解決能力は高く、それらの能力を業務にも発

　揮いただいていると感じています。今後も弊社の事業により精通することで、更にその能力を発揮いただけると期待しています。

生　年 昭和61年10月28日

出身県 三重県

出身校 松阪工業高校

種　目 バレーボール

バレーボール V2男子「ヴィアティン三重」監督    

■主な競技成績

　2021-22 V2 男子３位

■入社年月　令和 3年9月1日

■所属部署　総合企画室

設立年月日　1955 年（昭和30年）7月 1日

スポーツ振興で地域社会に貢献

代表取締役社長

中村　充孝
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企業概要

採用されたアスリート

採用に向けて工夫したことは？

指導者として期待することは？

三交不動産はスポーツ振興を通じた地域の

青少年育成により、三重交通グループの

経営指針でもある「地域社会への貢献」に

寄与してまいります。

事 業 内 容 住宅団地の開発・分譲、マンションの開発・分譲、不動産の仲介あっせん、

商業施設・貸ビル・駐車場などの経営、注文住宅事業、リフォーム事業、

高齢者向け住宅事業、再生可能エネルギー事業、アグリ事業

従 業 員 数　439 名（令和 3年 6月1日現在）

資　本　金　38 億円

所　在　地　三重県津市丸之内 9番 18 号

　私は高校卒業まで三重県で過ごし、卒業後地元三重を離れ愛知、東京で
選手生活を送りました。引退後は指導者として石川県の女子チームでコー
チを経験し、国体開催予定年度にヴィアティン三重の監督として地元三重
に戻って来ました。現在は三交不動産の総合企画室において主に I T 業務
に携わっておりますが、当社は仕事に対する姿勢、意識の高い社員が非常
に多く、仕事を通して社会人として成長させて頂いております。     

倉田　　真



細川　恭子

技術管理部に所属し、主に車両のベンチマーキングに関わる業務を担当し
ています。会社の皆さんからの応援を日々感じながら、業務面でも温かい
ご指導を受け、社会人としても成長することができています。感謝の気持
ちを忘れず、アスリートとして夢にチャレンジできるこの環境で、必ず結
果で恩返ししたいと思っています。

フォワード（フランカー）
7人制時：プロップ
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・2018 年 太陽生命ウィメンズセブンスシリーズ総合優勝
・2019 年 第 5 回全国女子ラグビー選手権大会 優勝  フォワードMVP
・2022 年　ラグビーワールドカップ 2021 日本代表候補選手

古屋　みず希

安全環境部に所属し、主に環境推進に関する業務を担当しています。会社
の皆さんからの応援は、目標達成に向けての大きなモチベーションになっ
ています。私たちの頑張りで社員の皆さんを活気付け、社内の一体感につ
なげられるよう、社員としても選手としても結果にこだわり、精一杯努め
ていきたいです。

バックス（センター）
7人制時：センター

・2019 年 第 5 回全国女子ラグビー選手権大会 優勝
・2022 年　ラグビーワールドカップ 2021 日本代表候補選手

アスリートに期待することは？
■世界や全国の舞台で是非活躍してもらいたいと思っています。アスリート社員が業務と競技を両立する姿

　を近くで見ることで、共に働く従業員の刺激につながり、モチベーション向上に貢献しています。またア

　スリート社員を皆で応援する事で、職場のコミュニーケーション活性化や一体感の醸成に寄与し、スポー

　ツという話題を通じて、ステークホルダーとのつながりが広がっています。

常務執行役員

下田　典史

企業概要

採用されたアスリート
北野　和子

事 業 内 容　自動車用・機器用ワイヤーハーネスの製造販売
　　　　　　ワイヤーハーネス用・電気機器用部品の製造販売
　　　　　　自動車用電線の製造販売

従 業 員 数　7,255 名 (2022 年 3 月 31 日現在 )

資　本　金　200 億 42 百万円 (2022 年 3 月 31 日現在 )

所　在　地　三重県四日市市浜田町 5番 28 号

　世界の舞台で輝く選手の活躍を通じて、社内の

一体感の醸成を期待します。そして、スポーツ選

手の雇用支援、スポーツ振興を通じた地域活性化

に取り組んで参ります。

設立年月日　1917( 大正 6) 年 12 月 22 日

技術管理部に所属し、主に設計者のスキルアップを支援する業務を担当し
ています。会社から沢山の配慮をいただき、日々集中してトレーニングに
励むことができています。恵まれた環境を提供して頂いていることへの感
謝の気持ちを忘れず、会社に貢献できる人材になれるよう、社業・ラグビ
ーともに全力で精進いたします。

フォワード（ロック）
7人制時：プロップ

・2020 年  第６回全国女子ラグビーフットボール選手権大会 優勝
 ・2022 年　ラグビーワールドカップ 2021 日本代表候補選手



■身長がとても高いので会社でひと際目立っています。1番大きいサイズの制服を試着したときに、袖もズボンの裾も長さが全く足り

　ずに特注品を注文しました。非常に礼儀正しく素直な性格をしているので、職場としても大変助かっています。昨年に引き続きアス

　リートの方を受け入れさせていただきましたが、やはり体育会で心身ともに鍛えられていて、とても印象が良いと感じます。

■向後さんの所属チーム「ヴィアティン三重バスケットボール」は、国体の強化指定チームであるのと同時に、今年度から三重県初「B3

　リーグ」に加盟すると伺っています。基本は土日の試合が多いようですが、遠方での試合などで平日の休みが必要な際、当社は公休

　対応をさせていただきます。仕事をしながらのアスリート活動は大変かと思いますが、会社としてできる限りのサポートをします。

生　年 1999 年

出身県 埼玉県

出身校 大東文化大学

種　目 バスケットボール

バスケットボール

■主な競技成績

■入社年月　2022 年4 月

■所属部署　技術管理部

　　　　　　試験実験課

アスリートと共に活力ある会社へ

取締役社長

水野　　功
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企業概要

採用されたアスリート

アスリートの職場での様子は？

仕事と競技の両立に向けて工夫していることは？

事 業 内 容

　技術管理部 試験実験課に配属され、信頼性業務の基礎を学んでいます。
土日だけでなく平日の夜も練習があるため、職場の方々のご配慮にいつも
感謝しています。国体、そしてB3リーグで私が活躍することで、会社や
地元の方々に元気を与えられるよう頑張りたいです。    

2021 全日本大学バスケットボール選手権大会　ベスト 16

2020 全日本大学バスケットボール選手権大会　第 4位

2019 全日本大学バスケットボール選手権大会　第 3位 

二輪車用および四輪車用製品の

開発、設計、製造   

ひたむきに頑張るアスリートの姿が、地域の方や

従業員の活力になることを願っております。

デンソートリムは向後選手を全力でサポートします。    

設立年月日　1990 年　３月

従 業 員 数　1299 名

資　本　金　3億 1千万円

所　在　地　三重県三重郡菰野町大強原赤坂 2460

向後アディソンジェスモンド



■ウエイトリフティングの競技を通して培ってきた、挨拶や礼儀、元気さ、前向きさのすべてがサービス業に活かされており、職場の

　スタッフ、会員様を明るく照らすムードメーカー的な存在として活躍してくれています。競技の経験上、トレーニングの正しい方法

　を伝えることに長けており、コミュニケーション能力の高さから、既にスタッフや会員様とも良好な関係を築き上げています。

■規格外の体格と明るさから、入社当初より存在感が抜群で、職場の雰囲気をよりポジティブにしてくれています。人と関わることが

　好きな性格が接客にも活かされています。アスリートとして、競技と仕事の両立に前向きにチャレンジしており、日々努力する姿勢

　が周りにも良い刺激を与えてくれています。同じ職場に、アスリートや元アスリートも多数在籍しており、一緒に向上心をもって成

　長できる環境で、更なる飛躍を楽しみにしております。

生　年 1999 年 4 月 20 日

出身県 三重県

出身校 九州国際大学

種　目 ウエイトリフティング

ウエイトリフティング

■主な競技成績

■入社年月　2022 年 4 月 1 日

■所属部署　営業部 grit24

地域社会と共存していく

代表取締役社長

稲田　一輝
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企業概要

採用されたアスリート

アスリートの採用が職場に与えた影響は？

アスリートの印象は？

事 業 内 容

　今年度採用の横山太偉雅です。私は、フィットネスジム「grit24四日市
店」でトレーニングのサポートや店舗の衛生管理を行っており、日商には
仕事と競技を両立できる環境を用意して頂き感謝しています。今後も練習
に精進し、日本を代表する選手となることを目指すと共に仕事でも会社の
力となれるように努力していきます。

一般貨物自動車運送事業他

当社はアスリート支援を通じて、地域社会やスポー

ツ文化発展への貢献を目指しています。また、多様

性を受け入れ、選手が自分らしく輝ける職場づくり

にも力をいれています。

株式会社 日商

設立年月日　1991 年 3 月

従 業 員 数　1,250 名

資　本　金　1億円

所　在　地　三重県亀山市布気町 550-4

横山　太偉雅

平成30年度 第 39 回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会優勝

令和 2年度 第 80 回全日本ウエイトリフティング選手権大会 3位

令和 2年度 文部科学大臣杯 第66回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部)優勝

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優勝

令和 3年度   第 18 回全日本学生ウエイトリフティング選抜選手権大会優勝
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船谷ホールディングス

アスリートの採用が職場に与えた影響は？

アスリートの採用に向けて取り組んだことは？

■アスリートとして大成するために必要不可欠な要素である「分析と研鑽」を、仕事上のさまざまな場面に

　おいても見せてくれることは、社員の意識向上に繋がっていると感じています。また物事を素直に受け入

　れる姿勢こそ、成長への最短ルートであることを常に体現してくれています。弊社グループ全体で応援す

　ることで、全社員の結束力を更に高めることができると強く期待するところです。

■アクティブに体を動かす業務を担当してもらうことで、アスリートとしてのフィジカルトレーニングの一

　助となればと考えています。また時間的に自由度の高い仕事に従事させて、日々のトレーニングとの両立

　が図りやすいよう工夫しています。グループ全体の公式インスタグラムの更新を担当してもらっており、

　自らの試合結果を客観的に表現させることによって、アスリートに欠かせない「勝つことへの貪欲な精神」

　が醸成されることを企図しています。

生　年 1988 年 1 月 27 日

出身県 福島県

出身校 仙台大学

種　目 陸上競技

■主な競技成績

地域社会の発展向上のために「信頼の枝をひろげる」

私たち船谷ホールディングスグループ。

三重県を代表して活躍するアスリートを全力でサポート

していきます。

信頼の枝をひろげるアスリート

企業概要

陸上競技（ハンマー投げ）

　主に、アグリ事業や弊社公式インスタグラムを担当しております。会社
には、競技活動をするにあたり、勤務時間や職務内容等、競技に打ち込め
る環境を作っていただき、大変感謝をしております。仕事・競技ともに会
社へ貢献していけるよう、自分自身への挑戦をし続けていきます！       

採用されたアスリート

佐藤　若菜

事 業 内 容　総合建設業・不動産管理業・不動産賃貸業
　　　　　　飲食店運営・公民連携事業

従 業 員 数　80 名（グループ全体・パートタイムを含む）

資　本　金　2億 1000 万円（グループ全体）

所　在　地　三重県伊勢市村松町 1364 番地 8

■入社年月　2022 年 11 月 1 日

■所属部署　船谷ホールディングス株式會社

設立年月日　1946 年 3 月 1 日

2009 年　第 78 回日本学生陸上競技対抗選手権大会　優勝

2011 年 第 95 回日本陸上競技選手権大会　第 3位

2012 年 第 96 回日本陸上競技選手権大会　第 3位

　　　　第 67 回国民体育大会　第 2位

2013 年 第 97 回日本陸上競技選手権大会　第 3位

2015 年 第 99 回日本陸上競技選手権大会　第 3位

代表取締役

船谷　哲司



アスリートの採用が職場に与えた影響は？

アスリートの採用に向けて取り組んだことは？

■所属選手が試合に出場することで自社の名前を PR することができる。また、企業認知度の向上にも貢献

　することができる。アスリートが活躍することで職場が活性化した。選手を応援に駆けつけることで選手

　との良い関係を築け、職場の雰囲気が明るくなった。また「アスリートが頑張っていると自分も頑張ろう」

　思えるようになったと職場の方から有難いお言葉をいただきアスリートのモチベーションが上がった。 

■アスリートの採用に向けて取り組んだことは、仕事とスポーツを両立しやすい環境を整えることです。勤

　務時間を短縮することで、練習時間を確保できるようにしました。アスリートが職場に居場所があるよう

　にコミュニケーションを積極的にとり、居心地の良い職場になるようにしました。また選手を応援する気

　持ちも大切にしています。選手の精神的な面でもサポートしてあげることで、選手が前向きに楽しく競技

　に向き合える環境を作る取り組みをしました。

生　年 1997 年 4 月 10 日

出身県 岐阜県

出身校 大阪成蹊大学

種　目 陸上競技

■主な競技成績

　第 69 回全日本実業団対抗陸上選手権大会　6位 

■入社年月　2022 年 1 月

■所属部署　サービス部　

　　　　　　揚重機センター

設立年月日　昭和 33 年 7 月 15 日

代表取締役

マツオカ建機株式会社

企業概要

陸上競技（短距離）

　実業団選手として競技を続けられることに感謝しております。まだまだ
未熟者ですが仕事から多くのこと学び、学んだことを今後生かしていける
ように何事にも挑戦する気持ちを忘れずに生活をしていきたいと思います。
またこうして陸上競技ができる環境を当たり前だと思わず、精進していき
ます。             
 

採用されたアスリート

柴山　沙也香
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事 業 内 容　建設機械のレンタルリース業

従 業 員 数　227 名

資　本　金　5,000 万円

所　在　地　三重県三重郡川越町

松岡　賢

アスリートの夢を社員の皆と応援
当社 VISION は、社会にとって必要不可欠な企業で在る事。

アスリート社員の夢を社員と一緒に応援し、青少年の健全な

育成と、明るい未来の創造に貢献して参ります！



■挨拶も返事もアスリートらしくハキハキして、好青年というのが第一印象です。仕事に関しても、分からないことは聞き、間違えれ

　ば謝り、教えてもらえばお礼を言うといった、わかっていてもなかなかできないことを自然に行える人だと思います。これからも、

　この姿勢を忘れず、日々成長してくれることを期待しています。

■練習や試合があるため、時間調整のしやすい業務を担ってもらい、周りがフォローできる環境づくりに努めています。まだ入社した

　ばかりなので、まずは今の仕事を覚えてもらい、今後は可能な範囲で担当業務を持たせることで、仕事に対するモチベーションが下

　がらないように取り組んでいきます。また、本人に話を聞くと、休みはしっかり休むこと、プライベートでの楽しみを見つけること

　など、リフレッシュすることを心掛けているそうです。 

生　年 2000 年

出身県 岡山県

出身校 福井県立美方高等学校

種　目 ボート

■主な競技成績　

■入社年月　2022 年4 月1日

■所属部署　経理部　経理課
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企業概要

採用されたアスリート

アスリートの印象は？

仕事と競技の両立に向けて工夫していることは？

創業年月日　昭和 29 年 2 月 2 日

代 表 者 名　代表取締役　中川　　祐

従 業 員 数　604 名

資　本　金　１億円

所　在　地　三重県松阪市鎌田町 253 番地 5

競技を通じて培われた精神は、業務においても支え

となるはずです。目標に向かって努力するアスリー

トを応援出来る企業でありたいと思います。

スポーツ振興の一助になれるように。

専務取締役

筒井　克昭

竹内　麻里菜
ボート    

井上　　匠
ソフトボール　外野手　投手    

■入社年月　2022 年4 月1日

■所属部署　総務部　総務課 

■主な競技成績　インカレベスト 8、三重国体代替大会出場、

　　　　　　　　関西大学ソフトボールリーグ優勝 4回

　私はソフトボールと仕事を高いレベルで両立したいと考え、
三重ヴェルデウィンというチームに所属し、応援と手厚いサ
ポートをしてくださる松阪興産㈱に入社させていただきまし
た。日々の努力を怠らず、「松阪興産㈱」という看板を背負い
成績を残すことで社内だけではなく、三重県全体を元気づけ
たいと考えています。  
   

ボート競技を辞めるか悩んでいるときにお声掛け頂き、もう
一度ボート競技に取り組むことを決意しました。仕事とボー
トの両立は決して簡単ではないけれど、お声掛け下さった方
や受け入れてくれた会社への感謝の気持ちとして、少しでも
いい結果を出せるようこれから頑張っていきたいと思います。  

第 28 回全国高等学校選抜ボート大会
(女子舵手付きクォドルプル　4位 )
第 29 回全国高等学校選抜ボート大会
(女子ダブルスカル　4位 )

生　年 1999 年

出身県 高知県

出身校 神戸学院大学

種　目 ソフトボール



■アスリートのイメージ通り、とても元気がよく、受け答えもハキハキしているので

　とても印象が良いです。健診に来られたお客様の案内で階段の昇降も多いですが、

　体力面でも心配なく安心して業務に就いてもらえます。また、持ち前の明るさで職

　場の雰囲気も明るくなったと思います。

      

■仕事と競技を両立する姿は職員にも良い影響を与えてくれていると思います。バレ

　ーボールで育まれた「チームワーク」を活かして頂き、事務職として主力になってく

　れると期待しています。

生　年 1999 年 9 月 2 日

出身県 京都府

出身校 龍谷大学

種　目 バレーボール

バレーボール
ウイングスパイカー    

■主な競技成績

■入社年月　令和 4年 4月 1日

■所属部署　フェニックス健診クリニック
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企業概要

採用されたアスリート

アスリートを採用してよかったことは？

アスリートに仕事で期待することは？

　私はフェニックス健診クリニックの事務員として勤務しながら、ヴィアテ
ィン三重に所属しております。会社の方々には活動において沢山のご配慮を
頂き、仕事と競技の両立を行うことが出来ていることに感謝しております。
少しでも多くの方にチームを知って頂き応援して頂けるよう、活動していき
ます。そして、良い結果が出せるよう日々努力し取り組んでいきます。       

ヤナセメディケアグループ

医療・介護を行うに当たり、職員は健康が一番です。

仕事とスポーツを頑張っているアスリートから元気

の輪が広がることを期待し応援します。

健康・元気の輪を広げるために

医療法人碧会理事長

社会福祉法人寿泉会理事長

柳瀬　　仁医 療 事 業（フェニックス健診クリニック・ヤナセクリニック・

　　　　　　しおりの里クリニック）

介護事業所（複合型介護施設群しおりの里・なごみの里介護

　　　　　　老人保健施設・フェニックス居宅介護支援事業所）

2018 年春季リーグ戦優勝・2018 年秋季リーグ戦第 3位・2018 年全日本インカレベスト 8・2019 年

関西バレーボール大学男女選手権大会優勝・2020 年秋季リーグ戦準優勝・2021 年秋季リーグ戦第 5位

設立年月日　平成 8年 7月 24 日

事 業 内 容

従 業 員 数　255 名

資　本　金　1億 2200 万円

所　在　地　三重県津市乙部 5番 3号

黒川　つづみ



水
泳（
競
泳
）

ボ
ク
シ
ン
グ
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三重トヨペット

第97回日本選手権水泳競技大会

50m背泳ぎ　5位

主な競技実績

宇野 柊平 選手

津田スイミングスクール

第97回日本選手権水泳競技大会

50m自由形　8位

主な競技実績

石黒 智基 選手

エイベックス株式会社

2021 全日本ボクシング選手権大会

3位

主な競技実績

石灘 隆哉 選手

サ
ッ
カ
ー

2021 プレナスなでしこリーグ 1部

1位

主な競技実績

これまでに

採用された選手の

　活躍

伊賀 FC くノ一三重
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バ
レ
ー
ボ
ー
ル

2021-22V.LEAGUE Division2

3 位

主な競技実績

ヴィアティン三重
バレーボール

体
操（
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
）

相好トランポリンクラブ

第58回全日本トランポリン競技選手権大会

個人競技・女子　8位

主な競技実績

太村 成見 選手

相好トランポリンクラブ

第58回全日本トランポリン競技選手権大会

シンクロナイズド競技・男子　7位

主な競技実績

植田 太郎 選手

セ
ー
リ
ン
グ

株式会社百五銀行

2021 レーザー級全日本選手権大会

レーザースタンダード　1位

主な競技実績

南里 研二 選手

レ
ス
リ
ン
グ

あづまフーズ

2021 天皇杯全日本選手権大会

グレコローマン130kg 級　3位

主な競技実績

河野 隆太 選手
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ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル 2021年度日本男子ソフトボールリーグ　3位

第67回全日本総合男子選手権　5位

主な競技実績

三重ヴェルデウィン

ハ
ン
ド
ボ
ー
ル 第 73 回日本ハンドボール選手権大会

5位

主な競技実績

三重バイオレットアイリス

株式会社エルテックス

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　+109kg超級　4位

主な競技実績

川村 正輝 選手

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　1位

主な競技実績

山本 真鼓 選手

株式会社エルテックス

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　89kg 級　1位

主な競技実績

栁川 友章 選手



ラ
グ
ビ
ー

カ
ヌ
ー（
ス
ラ
ロ
ー
ム
）
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ラ
イ
フ
ル
射
撃

公益財団法人三重県スポーツ協会

2021 全日本ライフル射撃選手権

FR60PR　3 位

主な競技実績

山本 拓生 選手

太陽生命ウィメンズセブンスシリーズ 2021

7 人制女子ラグビー　年間 3位

（第２戦 静岡大会　優勝）

主な競技実績

PEARLS

2021年度カヌースラローム日本代表選考会

（シニア）WC-1　1 位

主な競技実績

株式会社百五銀行

八木 愛莉 選手

2021年度カヌースラローム日本代表選考会

（シニア）WK-1　5 位

主な競技実績

鈴鹿回生病院 藤井 南帆 選手



ボ
ウ
リ
ン
グ

17

ク
レ
ー
射
撃

上野ガス株式会社

2021年度全日本選手権大会

スキート　4位

主な競技実績

𦚰屋　昴 選手

文部科学大臣杯　第 58 回全日本ボウリング選手権大会

　文部科学大臣杯　女子　優勝

　３人チーム戦　４位

　６人チーム戦　優勝

主な競技実績

伊賀上野ケーブルテレビ

梶田ひかる 選手

文部科学大臣杯　第 58 回全日本ボウリング選手権大会
　文部科学大臣杯　女子　優勝
　２人チーム戦　優勝
　３人チーム戦　４位
　６人チーム戦　優勝
JBC 会長杯　第 37 回全日本年齢別ボウリング選手権大会
　20 歳代の部　優勝

主な競技実績

株式会社百五銀行 谷原 美来 選手
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トップアスリートを採用していただいている企業一覧 2022年4月1日現在（掲載順序：五十音順）

採　用　企　業　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

あづまフーズ株式会社

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

バレーボール (女性：1名) 2019 年度

バレーボール (女性：1名) 令和 2年度

水泳 (女性：1名 ) 令和 4年度

レスリング (男性：1名 ) 平成 30 年度

陸上競技 (男性：1名 ) 2019 年度

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

井村屋グループ株式会社

バスケットボール (男性：1名 ) 令和 2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

株式会社エクセディ

NTN株式会社 桑名製作所

株式会社エルテックス

株式会社大津屋

ボクシング（男性：1名） 令和 3年度

サッカー (女性：7名 ) 令和 2年度

サッカー（女性：10 名） 令和 3年度

卓球 (女性：2名 ) 令和 2年度

陸上競技 (女性：1名) 令和 2年度

軟式野球 (男性：5名) 令和 2年度

バレーボール (男性：1名) 平成 30 年度

平成 30 年度

ウエイトリフティング (男性：1名) 令和 2年度

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) 

オキツモ株式会社 ホッケー (男性：1名) 

平成 30 年度バレーボール (女性：1名)

平成 30 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

ハンドボール (男性：1名)

2019 年度ラグビーフットボール (女性：1名)

2019 年度バレーボール (男性：1名)

2019 年度ハンドボール (男性：1名)

2019 年度

2019 年度

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)

ライフル射撃 (男性：1名)

バレーボール (男性：1名)

ラグビーフットボール (女性：1名)

バレーボール (女性：1名)

令和 2年度

社会福祉法人 恩賜財団済生会松阪総合病院

社会福祉法人　絆　安濃津愛の里

北伊勢上野信用金庫

九鬼産業株式会社

桑名三重信用金庫

株式会社ケーブルネット鈴鹿
学校法人皇學館

コスモ石油株式会社

コスモテクノ四日市株式会社

ソフトボール (女性：1名) 令和 2年度

令和 2年度

軟式野球 (男性：3名) 令和 2年度

令和 2年度

バレーボール (男性：1名) 令和 2年度

サラヤ株式会社
三交不動産株式会社
サンユー技研工業株式会社

株式会社シー・ティー・ワイ

ＪＡ多気郡

ホッケー (男性：1名) 平成 29 年度

ウエイトリフティング (男性：1名) 令和 3年度

令和 3年度

令和 3年度

バレーボール (男性：1名)

ライフル射撃 (男性：1名)

バレーボール（男性：1名）

バスケットボール (女性：1名) 

平成 29 年度ソフトボール (男性：1名) 

令和 3年度

令和 3年度

ボート (男性：1名 ) 平成 30 年度

弓道 (女性：1名 ) 令和 2年度

ライフル射撃（女性：1名） 令和 3年度



採　用　企　業　名 採用選手競技（人数） 採用年度

ＪＡ津安芸

ハンドボール (男性：1名)ＪＡみえきた
バスケットボール (男性：1名) 

バレーボール (女性：1名)

ソフトボール (女性：1名)

令和 2年度

令和 2年度ＪＡ三重厚生連 弓道 (女性：1名)

ラグビーフットボール (女性：１名)

バレーボール (男性：2名)

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

医療法人社団主体会　主体会病院
正和製菓株式会社

新日本工業株式会社 陸上競技 (男性：1名)

陸上競技 (女性：1名)

2019 年度

2019 年度

2019 年度

株式会社スエヒロＥＰＭ
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（ 女性：1名）

ハンドボール (男性：1名)

令和 2年度

アーチェリー (男性：1名) 令和 2年度

ボート (男性：1名)

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)

令和 4年度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)

ボート (男性：1名)

ボート (女性：1名)

株式会社ストーリア

住友電装株式会社

株式会社ＺＴＶ

相好株式会社

株式会社第三銀行（株式会社三十三銀行）

令和 3年度

令和 2年度

令和 2年度体操競技 (男性：6名)

平成 30 年度

体操競技 (女性：3名) 令和 2年度

バレーボール (女性：1名)

令和 2年度

中外医薬生産株式会社

アーチェリー (男性：1名)

チヨダウーテ株式会社

ホッケー (女性：1名)

平成 30 年度バレーボール (男性：1名)

平成 30 年度

平成 30 年度

水泳 (男性：1名)

2019 年度

2019 年度

軟式野球 (男性：3名)

なぎなた (女性：1名)

バレーボール (男性：1名)

2019 年度

2019 年度

2019 年度

2019 年度

バスケットボール (男性：1名)

セーリング (女性：1名)

バスケットボール (男性：1名)

バスケットボール (女性：1名) 

令和 2年度

津田スイミングスクール
テイ・エステック株式会社
株式会社ティアラ

株式会社デンソートリム

東海物産株式会社
株式会社トヨタレンタリース三重
南部自動車学校

ホッケー（女性：2名）

令和 2年度

令和 2年度

令和 2年度

令和 2年度

令和 2年度

令和 2年度

令和 4年度

令和 4年度

令和 4年度

令和 2年度

株式会社日商

株式会社日本陸送

ノザキ製菓株式会社

陸上競技 (男性：1名)

平成 29 年度

体操競技 (女性：1名) 令和 3年度

令和 3年度

ハンドボール (男性：1名)

ハンドボール (男性：1名)

ウエイトリフティング (男性：1名)

ラグビーフットボール (女性：2名) 

バスケットボール（男性：1名） 

ハンドボール (男性：2名) 

ハンドボール（ 男性：1名） 

ソフトボール (女性：1名) 

令和 2年度

令和 2年度

令和 2年度

パナソニック株式会社 四日市事業所 軟式野球 (男性：5名) 

光精工株式会社

株式会社百五銀行

ボウリング (男性：1名)

水泳 (女性：1名)

令和 3年度カヌー (女性：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)

令和 3年度

令和 3年度

平成 30 年度

令和 3年度
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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)

ホッケー (女性：1名)

三重交通グループホールディングス株式会社
ソフトボール (女性：1名)

20

採　用　企　業　名 採用選手競技（人数） 採用年度

株式会社福村屋

柔道 (男性：1名 )

令和 2年度柔道 (女性：1名 )

令和 2年度ハンドボール (女性：1名)

2019 年度

府洲グループ

扶桑工機株式会社

ボクシング（男性：1名）

バレーボール (女性：1名)

平成 29 年度ボウリング (男性：1名)

カヌー (女性：1名)

フタバ電子工業株式会社 バレーボール (女性：1名)

令和 3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 2年度

有限会社フミコーポレーション
ソフトボール (女性：1名)

令和 2年度

ブリヂストンケミテック株式会社
Honda Cars 三重北

アーチェリー (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)

令和 2年度

水泳（男性：1名）

平成 30 年度

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

松阪興産株式会社

三重化学工業株式会社

株式会社三重銀行（株式会社三十三銀行）

ハンドボール（女性：1名）

令和 3年度

ボウリング (男性：1名)

令和 2年度

ホッケー (男性：1名)

令和 3年度ソフトボール（女性：1名）

令和 3年度

ボート (女性：1名 )

ソフトテニス (女性：2名)

ソフトボール (男性：1名)

自転車競技 (男性：1名)

平成 29 年度

ソフトボール (男性：1名)

令和 4年度

フェンシング（男性：1名）

令和 4年度

ラグビーフットボール（女性：1名） 

空手道 (女性：1名) 

平成 30 年度

平成 28 年度

平成 30 年度

平成 30 年度

2019 年度

平成 30 年度

令和 2年度

令和 2年度

令和 3年度

令和 3年度

スキー (男性：1名)

2019 年度

2019 年度

2019 年度

2019 年度

2019 年度

フェンシング（男性：1名）

セーリング (女性：1名)

ライフル射撃 (男性：1名)

令和 2年度

三重県民共済生活協同組合
公益財団法人三重県スポーツ協会

三重テレビ放送株式会社
株式会社三重電子計算センター
三重トヨタ自動車株式会社
三重トヨペット株式会社
水谷モデル株式会社

令和 2年度

令和 2年度

セーリング (女性：1名)

令和 2年度

令和 2年度

ヤナセメディケアグループ

ヤマモリ株式会社
四日市市看護医療大学

株式会社ロンビック

水泳 (男性：1名)

平成 29 年度

バスケットボール (女性：2名)

令和 3年度

令和 3年度

スキー (女性：1名)

バレーボール (女性：1名)

ソフトボール (女性：1名)

バスケットボール (女性：1名) 

ラグビーフットボール (女性：1名)

バレーボール (男性：1名) 

バスケットボール (男性：1名) 

令和 3年度

令和 3年度

令和 4年度

ホッケー (女性：1名) 

平成 30 年度

ハンドボール (女性：1名)

令和 2年度

令和 3年度



21

トップアスリート等の採用をお考えの企業一覧 2022年10月1日現在（掲載順序：五十音順）

株式会社アイ・エス・エス
ＩＣＤＡグループ
株式会社赤福
株式会社アクトス
朝日ガスエナジー株式会社
アサヒグローバルホーム株式会社
旭工機株式会社
旭電気株式会社
旭電器工業株式会社
あづまフーズ株式会社
株式会社アドバンスコープ
イオンリテール株式会社東海カンパニー
伊賀上野ケーブルテレビ株式会社
伊賀越株式会社
株式会社伊賀の里モクモク手づくりファーム
石川商工株式会社
有限会社石周メッツ
石田鉄工株式会社
伊勢くすり本舗株式会社
伊勢湾マリン開発株式会社
株式会社一志精工電機
株式会社伊藤製作所
井村屋グループ株式会社
上野ガス株式会社
上野キヤノンマテリアル株式会社
宇野重工株式会社
ＡＧＦ鈴鹿株式会社
エイベックス株式会社
株式会社エクセディ
学校法人エスコラピオス学園
エステートケミカル株式会社
エバ工業株式会社
株式会社荏原風力機械
株式会社ＭＩＥテクノ
株式会社エルテックス
株式会社オオコーチ
株式会社大津屋
岡三証券株式会社
オキツモ株式会社
オリンピアスポーツクラブ
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院
社会福祉法人恩賜財団済生会明和病院
釜屋株式会社
株式会社カンキョー
社会福祉法人 絆
北伊勢上野信用金庫
株式会社北村組
株式会社ぎゅーとら
一般財団法人近畿健康管理センター
九鬼産業株式会社
学校法人享栄学園 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部
クラギ株式会社
株式会社グリーンズ
株式会社桑名総合警備保障

桑名三重信用金庫株式会社
株式会社ケーブルネット鈴鹿
ＫＨネオケム株式会社
ケイミュー株式会社伊賀事業所
株式会社コイサンズ
学校法人皇學館
社会福祉法人恒心福祉会
株式会社交洋
光洋メタルテック株式会社
株式会社コスモス・コーポレイション
コスモ石油株式会社
株式会社サイネックス
桜丘中学校・高等学校
医療法人　桜木記念病院
株式会社札幌かに本家
サラヤ株式会社
株式会社SANKEI
三幸株式会社
株式会社三交タクシー
株式会社三十三銀行
三昌鶏卵株式会社
三昌物産株式会社
株式会社サンショク
サンユー技研工業株式会社
株式会社シー・ティー・ワイ
ＪＡいがふるさと
ＪＡ伊勢
ＪＡ鈴鹿
ＪＡ多気郡
ＪＡ津安芸
ＪＡみえきた
ＪＡみえなか
ＪＡ三重厚生連
株式会社ジャパンスポーツ運営
ジャパンマテリアル株式会社
医療法人社団主体会 主体会病院
株式会社松和産業
新日本工業株式会社
スーパーサンシ株式会社
株式会社スエヒロＥＰＭ
株式会社水貝製作所
学校法人鈴鹿医療科学大学
社会医療法人 峰和会 鈴鹿回生病院
株式会社スズカ未来
株式会社鈴工
株式会社ストーリア
生活協同組合コープみえ
医療法人誠仁会
瀬古食品有限会社
社会福祉法人　洗心福祉会
セントラル硝子プラントサービス株式会社
双福鋼器株式会社
大王運輸株式会社
株式会社ダイハツ三重

学校法人高田学苑
社会福祉法人高田福祉事業協会幼保連携型認定こども園 髙田保育園
株式会社竹屋
中央産商株式会社
中外医薬生産株式会社
チョーヤ梅酒株式会社 伊賀上野工場
長永スポーツ工業株式会社
チヨダウーテ株式会社
株式会社塚本無線
辻製油株式会社
学校法人津田学園
株式会社津松菱
株式会社ティアラ
株式会社デンソートリム
株式会社東海近畿クボタ
東海コンクリート工業株式会社
株式会社東海日動パートナーズ東海北陸
東海物産株式会社
東邦地水株式会社
東洋工業株式会社
東洋ビューティ株式会社 上野工場
医療法人　富田浜病院
豊田合成日乃出株式会社
トヨタモビリティパーツ株式会社三重支社
株式会社トヨタレンタリース三重
株式会社中尾製作所
株式会社中村製作所
名張近鉄ガス株式会社
株式会社ナベル
生川倉庫株式会社
大東自動車株式会社（南部自動車学校）
日合通信電線株式会社
ニチニチ製薬株式会社
株式会社日商
日本土建株式会社
株式会社日本陸送
株式会社日本グリーン
日本ハム食品株式会社 桑名プラント
株式会社ネクスト・ワン
萩野メタルワークス株式会社
万協製薬株式会社
パナソニックエレクトリックワークス電材三重株式会社
株式会社葉山電器製作所
株式会社ビーイング
株式会社光機械製作所
光精工株式会社
久居交通株式会社
株式会社百五銀行
株式会社ヒラマツ
廣瀬精工株式会社
株式会社フジ技研
富士ゼロックス三重株式会社
フジタ電業株式会社
富士電設株式会社

藤森工業株式会社 名張事業所
府洲グループ
扶桑工機株式会社
フタバ電子工業株式会社
株式会社フローラ
堀田建設株式会社
堀田スポーツ開発株式会社
前田運送株式会社
株式会社マスヤ
マツオカ建機株式会社
マックスバリュ東海株式会社
松阪飯南森林組合
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
松阪興産株式会社
株式会社松阪鉄工所
株式会社松阪電子計算センター
三重いすゞ自動車株式会社
三重エフエム放送株式会社
学校法人みえ大橋学園
三重化学工業株式会社
三重機械鐵工株式会社
一般財団法人三重県環境保全事業団
社会福祉法人三重県厚生事業団
三重県森林組合連合会
公益財団法人三重県スポーツ協会
三重県農業共済組合
三重県民共済生活協同組合
三重交通株式会社
国立大学法人三重大学
三重中央開発株式会社
株式会社三重電子計算センター
三重トヨタ自動車株式会社
三重トヨペット株式会社
株式会社三重平安閣
株式会社ミエライス
三重リコピー株式会社
水谷モデル株式会社
株式会社宮﨑本店
株式会社ミルボン
株式会社名阪造園
メロディアン株式会社三重工場
森岡産業株式会社
株式会社安永
ヤナセメディケアグループ
ヤマダイ食品株式会社
山忠ホールディングス株式会社
株式会社山本本店
ヤマモリ株式会社
株式会社ＵＬJapan
社会福祉法人有徳会
株式会社ヨシザワ
四日市看護医療大学
ロート製薬株式会社　上野テクノセンター
株式会社ロンビック



トップアスリート就職支援事業の取組に興味をお持ちの方は，お気軽にお問い合せください。

詳細情報は上記H Pをご覧ください。

（公益財団法人三重県スポーツ協会内）

〒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

アスジョブみえ事務局

お問合わせ

TEL059-372-3880  FAX059-372-3881
E-mail athjobmie@mie-sports.co.jp

URL http://www.mie-sports.or.jp/home/athjobmie
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