
場所：三重県総合文化センター　中ホール（津市）

スポーツ功労者賞  5名 特別優秀監督賞  1名
推 薦 団 体 備     考 競 技 名 備     考

1 県スポーツ協会 4 名 1 水泳 1 名

2 ウエイトリフティング 1 名 計 1 名

計 5 名

優秀監督賞  14名
特別優秀選手賞  12名 競 技 名 備     考

競 技 名 備     考 1 セーリング 1 名

1 スキー 1 名 2 陸上競技 1 名

2 水泳 4 名 3 テニス 1 名

3 ボート 1 名 4 体操 3 名

4 サッカー 1 名 5 レスリング 4 名

5 体操 1 名 6 ウエイトリフティング 2 名

6 レスリング 1 名 7 馬術 1 名

7 フェンシング 1 名 8 なぎなた 1 名

8 ラグビーフットボール 1 名 計 14 名

9 障がい者スポーツ 1 名

計 12 名 優秀チーム賞  7団体
競 技 名 備     考

優秀選手賞  92名 1 バレーボール 15 名 監督1名、選手14名

競 技 名 備    考 2 バスケットボール 16 名 監督1名、選手15名

1 スケート 2 名 3 バスケットボール 16 名 監督1名、選手15名

2 水泳 3 名 4 バスケットボール 16 名 監督1名、選手15名

3 セーリング 3 名 5 フェンシング 3 名 監督兼選手1名、選手2名

4 ボウリング 4 名 6 柔道 6 名 監督1名、選手5名

5 陸上競技 21 名 7 アーチェリー 4 名 監督1名、選手3名

6 サッカー 2 名 計 76 名 7団体

7 テニス 4 名

8 体操 4 名 スポーツ優良団体賞  2団体
9 レスリング 9 名 備     考

10 ウエイトリフティング 4 名 1

11 ソフトテニス 4 名 2

12 馬術 1 名 2団体

13 フェンシング 3 名

14 柔道 1 名

15 ラグビーフットボール 9 名

16 空手道 1 名

17 銃剣道 1 名

18 なぎなた 2 名

19 日本拳法 5 名

20 障がい者スポーツ 6 名

21 フリーダイビング 3 名

計 92 名

計

人　　　数

人　　　数

人　　　数

団 体 名

四日市弓道協会

四日市剣道協会

令和4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5年2月22日（水）　15時30分～

人　　　数 人　　　数

人　　　数



№ 役員 名前 ふりがな 性別 備考

1
三重県スポーツ協会

前副理事長
（三重県レスリング協会）

浦田　　安 うらた・やすし 男 第２条第１号ア

2
三重県スポーツ協会

前理事
（三重県サッカー協会）

奥田　典之 おくだ・のりゆき 男 第２条第１号ア

3
三重県スポーツ協会

前理事
（三重県フェンシング協会）

福田るり子 ふくだ・るりこ 女 第２条第１号ア

4
三重県スポーツ協会

前理事
（伊賀市スポーツ協会）

市川　隆成 いちかわ・たかしげ 男 第２条第１号ア

5
三重県

ウエイトリフティング協会
前副会長

豊田　康文 とよだ・やすふみ 男 第２条第１号イ

昭和39年から令和3年までの57年間の永きにわたり三重県ウエイトリフティング協会
理事を務め協会の基盤づくりと発展に尽力された。この間、平成元年から常任理事
として審判部を平成7年からは普及部を担当し競技の審判体系を整備するとともに
普及を進められた。さらに、平成24年には副会長に就任し令和3年までの10年間に
わたり協会の運営に尽力され、本県ウエイトリフティング競技の競技力向上や普及・
発展に多大な貢献をされた。

　　副会長：平成24年度～令和3年度

平成24年度から平成30年度まで本協会理事、平成30年度から令和3年度まで副理
事長を合わせて5期・9年半務め、本協会の運営に貢献された。
また、三重県レスリング協会の理事長として、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24年度～平成29年度
　　副理事長：平成30年度から令和3年度

平成26年度から令和3年度までの4期・8年を本協会理事として務め、本協会の運営
に貢献された。
また、三重県フェンシング協会の理事長として、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26年度～令和3年度

平成24年度から令和3年度までの5期・9年半を本協会理事として務め、本協会の運
営に貢献された。
また、伊賀市スポーツ協会の理事長として、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24年度～令和3年度

令和4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：R4.1.1～R4.12.31）

スポーツ功労者賞（表彰規程第２条第１号関係）

功　績 在任期間（年度）

平成26年度から令和3年度までの4期・7年半を本協会理事として務め、本協会の運
営に貢献された。
また、一般社団法人三重県サッカー協会の事務局長として、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26年度～令和3年度

 



№ 競技名 名前 ふりがな 性別 所　属 大　会　名･種目 成績 備考

1 水泳 鈴木　美保 すずき・みほ 女
日本

（みえA.S.C）

2022年FINA世界ジュニア選手権大会
水泳/アーティスティックスイミング

ミックスデュエット・フリーコンビネーション

国際大会
入賞者の

監督
特別優秀選手　種田選手・島田選手の監督

№ 競技名 名前 ふりがな 性別 所属 大会名･種目 成績 備考

1 セーリング 伊藤　秀郎 いとう・ひでお 男 津工業高校
第77回国民体育大会

セーリング競技　少年男子　レーザーラジアル級
優勝者
の監督

優秀選手　阿部選手の監督

2 陸上競技 今村　和寛 いまむら・かずひろ 男 伊勢市立小俣中学校
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会

女子4☓100mリレー
優勝者
の監督

優秀選手　西嶋和奏選手・辰巳選手・
角田選手・西嶋夏鈴選手の監督

3 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
2022 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第41回中牟田杯)

男子ダブルス
優勝者
の監督

優秀選手　義基選手の監督

4 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75回全日本新体操選手権大会

男子個人　総合・リング
優勝者
の監督

優秀選手　堀選手の監督

5 体操 山下　智也 やました・ともや 男 Leo　RG
第40回全日本ジュニア新体操選手権大会

男子個人　リング・クラブ
優勝者
の監督

優秀選手　山本選手の監督

6 体操 伊地知慶之 いぢち・よしゆき 男
日本

（相好体操クラブ）
2022FIG種目別チャレンジカップ

男子種目別　跳馬

国際大会
出場者の

監督
優秀選手　安里選手の監督

7 レスリング 藤波　俊一 ふじなみ・としかず 男 いなべ総合学園高校
三笠宮賜牌　第69回全国高等学校レスリング選手権大会

男子個人対抗戦　80kg級
優勝者
の監督

優秀選手　神谷選手の監督

8 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
フォーデイズ杯

令和4年度 第15回全日本女子オープンレスリング選手権大会
中学生の部　33kg級

優勝者
の監督

優秀選手　中西選手の監督

9 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4年度 第39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　60kg級
優勝者
の監督

優秀選手　萩野選手の監督

10 レスリング 永本　健太 ながもと・けんた 男 久居高校
第77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80kg級・グレコローマンスタイル65kg級
優勝者
の監督

優秀選手　神谷選手・屶網選手の監督

11 ウエイトリフティング 森　　浩之 もり・ひろゆき 男 四日市中央工業高校
令和4年度　第36回全国男子中学生ウエイトリフティング選手権大会

96kg級
優勝者
の監督

優秀選手　田島選手の監督

12 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3年度第37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61kg級
優勝者
の監督

優秀選手　松田選手の監督

13 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77回国民体育大会

馬術競技
成年男子　国体大障害飛越

優勝者
の監督

優秀選手　森本選手の監督

14 なぎなた 中川　喜美 なかがわ・きみ 女 高田中学校
JOCジュニアオリンピックカップ

第30回全国中学生なぎなた大会
演技競技

優勝者
の監督

優秀選手　九鬼選手・藤田選手の監督

特 別 優 秀 監 督 賞（表彰規程第2条第3号関係）

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



№ 競技名 名前 ふりがな 性別 所属 大会名･種目 成績

1 スキー 児玉　美希 こだま・みき 女
日本

太平洋建設SC
（公財）三重県スポーツ協会

第24回オリンピック冬季競技大会（2022/北京）
スキー競技/クロスカントリー　女子
女子スキーアスロン(7.5km＋7.5km)

女子4☓5kmリレー　　女子30kmマススタートフリー

出場

2 水泳 山田　凪航 やまだ・なぎ 男
日本

（日本体育大学　3年）
AASFアジア水球選手権

男子
優勝

3 水泳 種田なつは たねだ・なつは 女
日本

セントヨゼフ女子学園高校
3年

2022年FINA世界ジュニア選手権大会
水泳/アーティスティックスイミング

フリーコンビネーション
優勝

4 水泳 島田　綾乃 しまだ・あやの 女
日本

（鈴鹿高校　1年）

2022年FINA世界ジュニア選手権大会
水泳/アーティスティックスイミング

ミックスデュエット・フリーコンビネーション
優勝

5 水泳 坪井麗美伽 つぼい・れみか 女
日本

セントヨゼフ女子学園中学校
3年

2022年FINAユース世界選手権大会
水泳/アーティスティックスイミング

フリーコンビネーション
優勝

6 ボート 清水　大輔 しみず・だいすけ 男 中部電力（株）
国民体育大会　11回出場　6回入賞

シングルスカル　ダブルスカル　舵手つきフォア
6回
入賞

7 サッカー 水谷　颯真 みずたに・そうま 男
日本

(名古屋オーシャンズ)
2022 AFCフットサルアジアカップ 優勝

8 体操 安里　圭亮 あさと・けいすけ 男
日本

（相好体操クラブ）
2022FIG種目別チャレンジカップ

男子種目別　跳馬
出場

9 レスリング 伊藤　　渚 いとう・なぎさ 女
日本

（いなべ総合学園高校　3年）
2022年U20アジアレスリング選手権大会

女子65kg級
2位

10 フェンシング 小林かなえ こばやし・かなえ 女
日本

（（公財）三重県スポーツ協会）
2022フェンシング世界選手権大会　女子サーブル団体 3位

11 ラグビーフットボール 保井　沙予 やすい・さよ 女
日本

PEARLS
主体会病院

ASIA RUGBY WOMEN'S SEVENS SERIES 2022 2位

12 障がい者スポーツ 保田明日美 やすだ・あすみ 女
みえのパラ

（パナソニック（株））

World Para Athletics公認
2022ジャパンパラ陸上競技大会

女子400m　T63
優勝

令和4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：R4.1.1～R4.12.31）

特別優秀選手賞（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

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　スタヴァンゲル大会

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
2022-2023全日本選抜スピードスケート競技会　釧路大会

男子1000m
優勝

3 水泳 阪本　祐也 さかもと・ゆうや 男
日本

（（株）富士防）
第16回世界選手権（25m）

水泳/競泳　男子100mバタフライ
出場

4 水泳 藤　　優実 とう・ゆみ 女
日本

(（公財）三重県スポーツ協会)
第19回世界選手権

水泳/オープンウォータースイミング　女子10km
出場

5 水泳 庄山　　優 しょうやま・ゆう 男
日本

(四日市中央工業高校　1年)
FINA 水球U16（カデット）世界選手権　男子 出場

6 セーリング 池田　健星 いけだ・けんせい 男
日本

(（公財）三重県スポーツ協会)
2022 iQFOiL WORLD CHAMPIONSHIPS

iQFOiL Class Men
出場

7 セーリング 黒田　浩渡 くろだ・はると 男
日本

（ナブテスコ㈱）
2022 ILCA 7 Men & ILCA 6 Women U21 World Championships

ILCA7(Laser class)
出場

8 セーリング 阿部優二郎 あべ・ゆうじろう 男 津工業高校　3年
第77回国民体育大会

セーリング競技　少年男子　レーザーラジアル級
優勝

9 ボウリング 森脇南海子 もりわき・なみこ 女
日本

三重県ボウリング連盟
鈴鹿グランドクラブ

第16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シングルス戦

出場

10 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16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

優勝

優 秀 選 手 賞（表彰規程第2条第2号関係）



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

11 ボウリング 柳川　穂波 やながわ・ほなみ 女
日本

三重県ボウリング連盟
桑名クラブ

第16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シングルス戦・マスターズ戦

優勝

12 ボウリング 山本　千鶴 やまもと・ちずる 女
日本

三重県ボウリング連盟
桑名クラブ

第16回アジアシニアボウリング選手権大会
女子シニア部門シングルス戦

出場

13 陸上競技 村上　　輝 むらかみ・ひかる 男 日本体育施設㈱
第106回日本陸上競技選手権大会

男子砲丸投
優勝

14 陸上競技 園田世玲奈 そのだ・せれな 女 ＮＴＮ㈱
第77回国民体育大会

陸上競技　成年女子　5000m競歩
優勝

15 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　2年
第106回日本陸上競技選手権大会

男子三段跳
優勝

16 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　5年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子4☓100mリレー・走幅跳・三段跳
優勝

17 陸上競技 池上　陽向 いけがみ・ひなた 男 近畿大学工業高等専門学校　5年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子棒高跳
優勝

18 陸上競技 濱口　泰河 はまぐち・たいが 男 日本体育大学　2年
第38回U20日本陸上競技選手権大会

男子円盤投
優勝

19 陸上競技 中村　竜成 なかむら・りゅうせい 男 国士館大学　2年
第38回U20日本陸上競技選手権大会

男子やり投
優勝

20 陸上競技 清田　偉斗 きよた・たけと 男 近畿大学工業高等専門学校　4年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子4☓100mリレー
優勝

21 陸上競技 中瀬　陽斗 なかせ・あきと 男 近畿大学工業高等専門学校　4年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子4☓100mリレー
優勝



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

22 陸上競技 伊藤　瑠威 いとう・るい 男 鈴鹿工業高等専門学校　4年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子5000m
優勝

23 陸上競技 長田　怜士 ながた・れいじ 男 近畿大学工業高等専門学校　3年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子110mH
優勝

24 陸上競技 岡崎　　煌 おかざき・こう 男 近畿大学工業高等専門学校　2年
第57回全国高等専門学校体育大会

陸上競技　男子4☓100mリレー
優勝

25 陸上競技 藤原　琢磨 ふじわら・たくま 男 稲生高校　2年
第16回U18陸上競技大会

男子円盤投
優勝

26 陸上競技 東　　琉空 あずま・りく 男 伊勢市立小俣中学校　3年
第53回U16陸上競技大会

男子円盤投
優勝

27 陸上競技 松本　未空 まつもと・みく 女 鈴鹿高校　2年
第38回U20日本陸上競技選手権大会

女子800m
優勝

28 陸上競技 淺井　琥桃 あさい・こもも 女 皇學館高校　1年
第53回U16陸上競技大会

女子走高跳
優勝

29 陸上競技 西嶋　和奏 にしじま・わかな 女 伊勢市立小俣中学校　3年
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会

女子4☓100mリレー
優勝

30 陸上競技 辰巳ひより たつみ・ひより 女 伊勢市立小俣中学校　3年
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会

女子4☓100mリレー
優勝

31 陸上競技 小川　莉緒 おがわ・りお 女 東海中学校　2年
第53回U16陸上競技大会

女子砲丸投
優勝

32 陸上競技 角田ルビイ かくだ・るびい 女 伊勢市立小俣中学校　2年
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会

女子4☓100mリレー
優勝



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

33 陸上競技 西嶋　夏鈴 にしじま・かりん 女 伊勢市立小俣中学校　2年
第49回全日本中学校陸上競技選手権大会

女子4☓100mリレー
優勝

34 サッカー 浅野　拓磨 あさの・たくま 男
日本

(VfLボーフム)
FIFAワールドカップ　カタール2022

サッカー
出場

35 サッカー 町野　修斗 まちの・しゅうと 男
日本

(湘南ベルマーレ)
FIFAワールドカップ　カタール2022

サッカー
出場

36 テニス 水野　惺矢 みずの・せいや 男 四日市工業高校　2年
2023　ダンロップ　ジュニア　ワールドチャレンジ　イン　四日市

テニス競技　17歳以下男子シングルス
優勝

37 テニス 本山　知苑 もとやま・しおん 男 四日市工業高校　2年
MUFG全国ジュニアテニストーナメント2022

16歳以下男子シングルス
優勝

38 テニス 秋本　将輝 あきもと・まさき 男 四日市工業高校　1年
2022 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第41回中牟田杯)

男子ダブルス
優勝

39 テニス 義基　　耀 よしもと・あかる 男
四日市市立大池中学校　2年
（三重グリーンテニスクラブ）

2022 U-15 全国選抜ジュニアテニス選手権大会(第41回中牟田杯)
男子ダブルス

優勝

40 体操 堀　　孝輔 ほり・こうすけ 男
高田RG

（高田中学校・高校）
第75回全日本新体操選手権大会

男子個人　総合・リング
優勝

41 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36回世界トランポリン競技選手権大会

女子団体
3位

42 体操 山本響士朗 やまもと・きょうしろう 男
Leo　RG

（四日市市立羽津中学校　3年）
第40回全日本ジュニア新体操選手権大会

男子個人　リング・クラブ
優勝

43 体操 谷好　健琉 たによし・たける 男
日本

相好トランポリンクラブ
鈴鹿市立愛宕小学校　6年

第29回世界年齢別トランポリン競技大会
男子シンクロ11-12

出場



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

44 レスリング 成國　大志 なりくに・たいし 男 MTX GOLDKIDS
2022年世界レスリング選手権大会

男子フリースタイル70kg級
優勝

45 レスリング 弓矢　健人 ゆみや・けんと 男 日本体育大学　1年
JOCジュニアオリンピックカップ大会

2022年度全日本ジュニアレスリング選手権大会
男子U-20フリースタイル57kg級

優勝

46 レスリング 藤波　朱理 ふじなみ・あかり 女 日本体育大学　1年
明治杯　令和4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53kg級
優勝

47 レスリング 屶網　剣勝 なたみ・けんしょう 男 いなべ総合学園高校　3年
第77回国民体育大会

レスリング競技　少年男子　グレコローマンスタイル65kg級
優勝

48 レスリング 神谷龍之介 かみや・りゅうのすけ 男 いなべ総合学園高校　3年
三笠宮賜牌　第69回全国高等学校レスリング選手権大会

男子個人対抗戦　80kg級
優勝

49 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　6年）
令和4年度 第39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　60kg級
優勝

50 レスリング 川村　百花 かわむら・ももか 女 四日市四郷高校　2年
2022年U17アジアレスリング選手権大会

女子46kg級
3位

51 レスリング 小塚　菜々 こづか・なな 女
ＩＮＡＢＥレスリングアカデミー
（桑名市立成徳中学校　2年）

令和4年度　沼尻直杯
第48回全国中学生レスリング選手権大会

女子46kg級
優勝

52 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　2年）

フォーデイズ杯
令和4年度 第15回全日本女子オープンレスリング選手権大会

中学生の部　33kg級
優勝

53 ウエイトリフティング 山門　正宜 やまかど・まさのぶ 男 みえバーベルクラブ
内閣総理大臣杯

第59回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会
男子102kg級

優勝

54 ウエイトリフティング 岩崎　貴之 いわさき・たかゆき 男 亀山市役所
令和4年度第82回全日本ウエイトリフティング選手権大会

男子109kg級
優勝



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

55 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　3年
令和4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大会

男子61kg級
優勝

56 ウエイトリフティング 田島　　宗 たじま・そう 男 四日市市立大池中学校　3年
令和4年度　第36回全国男子中学生ウエイトリフティング選手権大会

96kg級
優勝

57 ソフトテニス 福井　啓文 ふくい・やすふみ 男 明和クラブ
第26回全日本シニアソフトテニス選手権大会

男子65歳　ダブルス
優勝

58 ソフトテニス 寺田　祥子 てらだ・よしこ 女 五十鈴クラブ
第3回全日本ミックスダブルスソフトテニス選手権大会

50歳
優勝

59 ソフトテニス 竹田　茉由 たけだ・まゆ 女 三重高校　3年
令和4年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

女子個人戦
優勝

60 ソフトテニス 馬渕　　詩 まぶち・うた 女 三重高校　3年
令和4年度全国高等学校総合体育大会ソフトテニス競技大会

女子個人戦
優勝

61 馬術 森本　健史 もりもと・けんじ 男 犬山乗馬クラブ
第77回国民体育大会

馬術競技
成年男子　国体大障害飛越

優勝

62 フェンシング 山田　　優 やまだ・まさる 男
日本

（(株)山一商事）
2022フェンシング世界選手権大会

男子エペ団体
3位

63 フェンシング 小久保遥斗 こくぼ・はると 男 中央大学　4年
2022年度日本学生フェンシング選手権大会

男子サーブル団体
優勝

64 フェンシング 小久保真旺 こくぼ・まお 男
日本

（法政大学　2年）
2022ジュニアワールドカップ

男子個人サーブル
3位

65 柔道 山科　雄也 やましな・ゆうや 男 山梨学院大学　2年
2022年度　男子41回　全日本学生柔道体重別選手権大会

60kg級
優勝



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

66 ラグビーフットボール 齊藤　聖奈 さいとう・せいな 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

67 ラグビーフットボール 玉井　希絵 たまい・きえ 女
日本

PEARLS
(株)パソナ

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

68 ラグビーフットボール 谷口　琴美 たにぐち　ことみ 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

69 ラグビーフットボール 庵奥　里愛 あんおく・りあ 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

70 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)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

71 ラグビーフットボール 山本　　実 やまもと・みのり 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

72 ラグビーフットボール 細川　恭子 ほそかわ・きょうこ 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

73 ラグビーフットボール 北野　和子 きたの・わこ 女
日本

PEARLS
住友電装(株)

RUGBY WORLD CUP NEW ZEALAND 2022
女子

出場

74 ラグビーフットボール 水谷　咲良 みずたに・さくら 女
日本

東京山九フェニックス
(一社)Tokyo Athletic United)

ラグビーワールドカップセブンズ2022南アフリカ大会
女子

出場

75 空手道 伊藤　　藍 いとう・あい 女 尾鷲高校　3年
第41回全国高等学校空手道選抜大会

女子個人組手-53kg
優勝

76 銃剣道 竹内　麻弥 たけうち・まや 女 三重県銃剣道連盟
第53回全日本成年銃剣道大会

個人戦女子の部
優勝



№ 競技名 名前 ふりがな
性
別

所属 大会名･種目 成績

77 なぎなた 九鬼　希美 くき・のぞみ 女 高田中学校　3年
JOCジュニアオリンピックカップ

第30回全国中学生なぎなた大会
演技競技

優勝

78 なぎなた 藤田　結莉 ふじた・ゆり 女 高田中学校　3年
JOCジュニアオリンピックカップ

第30回全国中学生なぎなた大会
演技競技

優勝

79 日本拳法 佐々木昊生 ささき・こうせい 男
伊賀市立崇広中学校　1年

三重県日本拳法連盟
日本拳法　永心会

第40回全日本拳法少年個人選手権大会
中学校1年生　男子の部

優勝

80 日本拳法 坂﨑　太星 さかざき・たいせい 男
菰野町立竹永小学校　5年

三重県日本拳法連盟
菰野日本拳法会

第40回全日本拳法少年個人選手権大会
小学校5年生　男子の部

優勝

81 日本拳法 伊藤　秀昌 いとう・ひでまさ 男
松阪市立第五小学校　3年

三重県日本拳法連盟
松阪西日本拳法会

第40回全日本拳法少年個人選手権大会
小学校3年生　男子の部

優勝

82 日本拳法 岡本　　明 おかもと・めい 女
松阪市立嬉野中学校　1年

三重県日本拳法連盟
日本拳法　嬉野拳友会

第40回全日本拳法少年個人選手権大会
中学校1年生　女子の部

優勝

83 日本拳法 大泉　杏奈 おおいずみ・あんな 女
松阪市立徳和小学校　4年

三重県日本拳法連盟
松阪西日本拳法会

第40回全日本拳法少年個人選手権大会
小学校4年生　女子の部

優勝

84 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35回全日本パラスポーツライフル射撃競技選手権大会

50mライフル伏射混合　SH1
優勝

85 障がい者スポーツ 望月　貴裕 もちづき・たかひろ 男
日本

（中部電力ミライズ(株)）
2022年WSPS世界選手権　アルアイン大会

R1-10mエアライフル立射男子　SH1
出場

86 障がい者スポーツ 井谷　俊介 いたに・しゅんすけ 男 SMBC日興証券（株）
第33回日本パラ陸上競技選手権大会

男子100m・200m　T64
優勝

87 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））
2022 World Para Athletics Grand Prix - Jesolo
陸上競技　女子100m　T63・走幅跳　T63/T64

2位



№ 競技名 名前 ふりがな
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88 障がい者スポーツ 菰方　里菜 こもかた・りな 女 同志社大学　2年
第6回JDTA選手権大会

女子シングルス
優勝

89 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　2年
第39回日本パラ水泳選手権大会

男子100m平泳ぎ　SB9
優勝

90 フリーダイビング 大井　慎也 おおい・しんや 男 日本
28th AIDA World Championship Burgas 2022

DYN、DYNB、DNF、STA
出場

91 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）
28th AIDA World Championship Burgas 2022

DYN、DYNB、STA
出場

92 フリーダイビング 榊原　理矢 さかきばら・りや 女 日本
28th AIDA World Championship Burgas 2022

DYNB、DNF
出場



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 備考

1 バレーボール
鈴鹿工業高等専門学校

男子バレーボール部
第57回全国高等専門学校体育大会

バレーボール競技　男子
優勝

監督1名
選手14名

2 バスケットボール
四日市メリノール学院中学校

男子バスケットボール部
（令和4年度）

第52回全国中学校バスケットボール大会
男子の部

優勝
監督1名
選手15名

3 バスケットボール
四日市メリノール学院中学校

女子バスケットボール部
（令和3年度）

2021年度第2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

4 バスケットボール
四日市メリノール学院中学校

女子バスケットボール部
（令和4年度）

第52回全国中学校バスケットボール大会
女子の部

優勝
監督1名
選手15名

5 フェンシング 三重県選抜
第77回国民体育大会

フェンシング競技　成年男子サーブル
優勝

監督兼選手1名
選手2名

6 柔道 三重県代表チーム
文部科学大臣杯争奪　第31回日整全国少年柔道大会

団体戦
優勝

監督1名
選手5名

7 アーチェリー
四日市四郷高等学校

アーチェリー部
第77回国民体育大会

アーチェリー競技　少年男子
優勝

監督1名
選手3名

スポーツ優良団体賞（表彰規程第2条第4号関係）

№ 備考

1

2 四日市剣道協会
永年に渡り、各種大会への参加、講習会、段位・級位審査会を開催し選手の競技力向上
に取り組むとともに、小学生・中学生の合同稽古会を開催して競技の普及・選手の育成強
化を図るなど、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。

団体名 功績

四日市弓道協会
永年に渡り、弓道大会、研修会、講習会等を開催するとともに審判員や講師の派遣等の活
動を行い、弓道競技の競技力向上と普及発展を通じて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。



№1 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

バレーボール
令和4年8月20日

～
令和4年8月21日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 淀谷　真也

選手 濱田　椎大 選手 奥山　陽介 選手 井ノ口翔太

選手 山路　理貴 選手 櫻井映之進 選手 赤尾　昇宥

選手 川北　雅人 選手 濱地陽夏人 選手 清水　大和

選手 松本　岳士 選手 後藤　柊人 選手 渥美　陽翔

選手 古川　晴貴 選手 杉山　流唯

№2 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4年8月20日

～
令和4年8月23日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 山崎　修

選手 榎木　璃旺 選手 伊藤　鉄心 選手 磯貝　勇太

選手 林　　瑛士 選手 山下　來輝 選手 足立　律太

選手 櫻井　照大 選手 蓑手　海叶 選手 中村　颯斗

選手 木村　晄大 選手 白谷　柱誠　ジャック 選手 栗原咲太郎

選手 鈴木　柊矢 選手 本田　蕗以 選手 藤原　弘大

№3 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4年1月4日

～
令和4年1月8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 太田　妃優 選手 鈴木　文菜 選手 水野　桃花

選手 濱田ななの 選手 西山　日葵 選手 前川　桃花

選手 北野　　空 選手 澁谷　虹歩 選手 鈴木瑚香南

選手15名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市メリノール学院中学校
女子バスケットボール部

（令和3年度）

2021年度
第2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

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市メリノール学院中学校
男子バスケットボール部

（令和4年度）

第52回全国中学校バスケットボール大会
男子の部

北海道

優秀チーム名簿

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

鈴鹿工業高等専門学校
男子バレーボール部

第５７回全国高等専門学校体育大会
バレーボール競技　男子

愛媛県

選手14名



№4 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4年8月20日

～
令和4年8月23日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 稲垣　　愛

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 濱田ななの 選手 川口　真央

選手 坂本　慧心 選手 川端　新菜 選手 丸野　遥菜

選手 中嶋　とわ 選手 垣内優希奈 選手 西山　日葵

選手 伊藤　千寛 選手 中城向日葵 選手 鈴木瑚香南

№5 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

フェンシング
令和4年10月4日

～
令和4年10月5日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督兼選手 山田　　優

選手2名 選手 柏木　慈理 選手 小久保真旺

№6 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

柔道 令和4月11月20日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 古市　博己

選手 萩原　優雅 選手 山科　龍吾 選手 市野　和輝

選手 瀬古　恋菜 選手 堀田　　宗

№7 優秀チーム

競技名 開催期間 開催地

アーチェリー
令和4年10月8日

～
令和4年10月10日

区分 名前 区分 名前 区分 名前

監督1名 監督 久野　圭太

選手3名 選手 柴田　貫嗣 選手 横山　佳史 選手 畠中　康有

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市四郷高等学校
アーチェリー部

第77回国民体育大会
アーチェリー競技　少年男子

栃木県

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

三重県代表チーム
文部科学大臣杯争奪

第31回日整全国少年柔道大会
団体戦

東京都

選手5名

選手15名

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

三重県選抜
第77回国民体育大会

フェンシング競技　成年男子サーブル

栃木県

ﾁｰﾑ名 大　　会　　名

四日市メリノール学院中学校
女子バスケットボール部

（令和4年度）

第52回全国中学校バスケットボール大会
女子の部

北海道


