
平成24年度 (公財) 三重県体育協会 ｢国民体育大会賞｣ 被表彰者名簿

競技団体名 種別 選手監督の別 氏名 ふりがな 勤務先 ふるさと登録 入賞種目 順位

一陸上競技

監督
小池 弘文 こいけひるふみ 宇治山田商業高校

安田 党 やすださとる 桑名高校

成年男子 選手
梅枝 格古 うめがえひるまし M N㈱ 3000m障害物 2位

中井 一磨 なかいかずま 東海大学 ば宇治山田商業高校 " 4×1〇omリレー 7位

成年女子 選手 尾西 美咲 おにしみさき 積水化学工業㈱ K宇治山田商業高校 D 6000m 4位

少年男子A 選手

諏訪 達郎 すわたっろう 四日市工業高校 loom
4×10omリレー 芻影

愛敬彰太郎 あいきょうしようたろう桑名高校 4×&○○肛リ1
杉襲

竹内 大晴 たけうちひろはる 近畿大学工業高専 走幅跳 會特
西山 雄介 にしやまゆうすけ 伊賀白風高校 5000m 2位

少年男子B 選手
中川 窓基 なかがわそうき 四日市工業高校 4×100回リレー 7位

松岡 修平 まつおかしゆうへい高田高校 走幅跳 2位

水泳
(競泳)

監督
八田 知宏 はったともひろ 津田学園高校

芝原 一平 しばはら いっべし、尾鷲高校

少年男子 選手 甫本 研太 ほもとげんた 松阪高校 50m自由形
“^ {由形 ゑ鮭

成年男子 選手 箕成 貴之 みなりたかゆき 京浜物満開 “名張桔梗丘高校 " m om自由形 斑立

露営逐

選手糸監督 金山 敦思 かなやま あっし 四日市商業高校
1位

選手 濃 叢 えんどう たけし 早稲田大学 K四日市工業高校 " .

少年男子

監督 徳丸 真史 とくまる まさし 四日市工業高校

選手
後藤朔太郎 ごとう しまうたろう四日市工業高校

3位
長田 和典 ながた かずのり 四日市工業高校空辱各-‘

少年女子

監督 崎久保清寿 さきくば きよひさ津田学園高校

選手
佐野 真代 さの まよ 津田学園高校

4位
千葉 南奈 ちば なな 鈴鹿高校

ボクシング

成年男子

監督 国吉 豊 くによしゆたか 四日市ボクシングヅム

選手
山本 拳 やまもとげん 日本大学 “久居高校 " ライトフライ級 3位

笹木 雄作 ささきゆうさく 日本体育大学 《皇學館高校 " バンタム級 5位

少年男子

監督
片山太一郎 かたやまたいらろう久居高校

佐々 木智史 ささきともふみ 水産高校

選手

丑岡 源太 うしおかりようた 水産高校 ライトウェルク制焚 5位

藤井 将 ふじいしよう 久居高校 フライ級 5位

池土 勝隆 いけどかつたか 久居高校 発ルクニ級 5位

体操競技 成年男子

監督 浅田 憲徹 あさだかずゆき 相好体操クラブ

選手

齊藤 俊 さいとう しゆん 相好体操クラブ

5位
古賀 裕将 こがゆうすけ 相好体操クラブ

小泉 和服 といずみかずてる 相好体操クラブ

宗像 陸 むなかたりく 相好体操クラブ

〆嘴スリング

‐ 男子“
監督･ 橋爪 幸彦 はしづめゆきひこ 朝明高校

選手
-‘~｣-

高橋 侑希 たかはしゆうき 山梨学院大学 ぽいなべ総合学園高校 " フリ-55kg級 1位

少年男子

監督 藤波 俊一 ふじなみとしかず いなべ総合学園高校

ぽいなべ総合学園高校 " フリ-55kg級 1、

選手

松尾 侑亮 まつおゆうすけ いなべ総合学園高校 フテ66kg級 3位

服部 弘慶 ほっとりひるまし朝明高校 グレコ96kg級 2位

日紫喜義貴 ひしき ごうき いなべ総合学園高校 フリ-74kg級 聯立

ウエイトリ
フテイング

成年男子
監督系選手 石崎 満 いしざきみつる 三重県体育協会

選手 坂 典寮 ばんのりやす 四日市工業高校 62kg級スナッナ~̂ 諭し･十-ク 荘待

少年男子

監督 森 浩之 もりひるゆき 四日市中央工業高校
′

選手

伊丹玲於奈 いたみれおな 四日市工業高校 56kg級スナクチ 裟鰐
太田 康嗣 おおたやすし 四日市中央工業高校 85kg級スナッテ 6位

太田 悠斗 おおたゆうと 四日市工業高校 77kg級ヅヤーク 2位

自転車競技

監督 西脇 智広 にしわき ともひろ朝明高校

選手

廣田 敦土 ひろたあつし 朝日大学 K暁高校 " チーム‐スフ･リフト 5位
-

神田 龍 かんだりよう 三重県自転車競技連盟 1kmタイム･トライ7ル 2位

高土 拓也 たかしたくや 中央大学 K朝明高校 " 4短速度競走 1位

少年男子

監督兼 百々 敦史 どどあっし 朝明高校

選手
伊藤 稔真 いとうとしまさ 朝明高校 チーム･スプリント 5位

堀田 海人 ほったかいと 朝明高校 1kmタイム･トライアル 3位
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ソフトテニス

監督 山崎 国弘 やまききくにひろ 三重高校

成年男子 選手

玉川 裕司 たまがわゆうし 三重高校

4位

増田 偉人 ますだけんと 同志社大学 K三重高校の

品川 貴紀 しながわたかのり 早稲田大学 K三重高校 "

早川 和宏 はやかわかずひろ 立命館大学 《三重高校 "

今井 快幸 いまいよしゆき 明治大学 K三重高校》

石川 直紀 し、しかわなおき 同志社大学 K三重高校 "

少年女子 選手

大森 優理 おおもりゆうり 三重高校

7位

大貫 暹 おおぬきはるか 三重高校

土井さくら どいさくら 三重高校

西岡真里華 にしおかまりか 三重高校

藤本奈津美 ふじもとなっみ 三重高校

山田 優菜 やまだゆうな 三重高校

馬 術
成年男子 監督蕪選手 中村 勇 なかむらいさむ 北勢ライディング77-A 国体総合馬術 6位

成年女子 選手 中村 洋子 なかむらようこ 北勢ライテマンゲフ7-ム クしピー 野暮

フェンシング 成年女子

監督厳選手 山田あゆみ やまだあゆみ 日本大学 K鳥羽高校 "
フルーレ
エヘ･ 9掻選手

砂山 文香 すなやまあやか 日本体育大学 《滓東高校 "

川島 瑞月 かわしまみづき 関西学院大学 《滓東高校 "

ライフル射撃 少年男子
監督 東海 孝也 とうかい たかや 圦居高校

選手 北出 義城 きたで よしき 久居高校 BRS60JM 鷲

ラグビー
フットボー

-!レ-‐-
成年男子

監督蕪選手 南野真一郎 なんのしんいちろう豊通物流㈱

1位
選手

鎌田 秀 かまたしゆう 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

渡部 逸詑 わたなべいっき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

小田 正浩 おだまさひろ 本田技研工業間鈴鹿製作所

佐野 友哉 さのともや ㈱鳥金

伊藤 隆寛 いとうたかひろ 本田技研工業間鈴鹿製作所

光安 優賞 みつやすとしたか 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

山根 有人 やまねなおと 本田技研工業間鈴鹿製作所

生方 信孝 うぶかた のぶたか本田技研工業間鈴鹿製作所

中村 有志 なかむらゆうし 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

前田 瞬 まえだしゆん 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

原島 知行 はらしまともゆき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所----‐-
中田 裕人 なかたひると 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

末松 勇喜 すえまつゆうき 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

竹丸 貴仁 たけまる たかひと本田技研工業㈱鈴鹿製作所

長嶺 雅孝 ながみねまさたか 田代電化工業㈱

坂井 健志 さかいたけし 大同特殊鋼間

南野 智大 なんのともひろ 中部日立物流サービス㈱

山路 健太 やまじけんた 本田技研工業㈱鈴鹿製作所

長嶺 智仁 ながみねともひと 愛知電機㈱ 《四日市農芸高校の

堀 賢二 ぼりけんじ JSR㈱

谷口 雄基 たにぐちゆうき 本田技研工業間鈴鹿製作所

山岳 成年男子

監督 尾畑 真 おばた しん 尾畑損害保険事務所

選手
渡部 桂大 わたべけいた 日産愛知自動車大学校

ポルダリソゲ 8位
芝本 貴洋 しぼもとたかひろ ING商事㈱

銃剣道 少年男子

監督 田口 正信 たぐちまさのぶ 陸上自衛隊久居駐屯地

選手

南端 拳 みなみばたけん 皇學館高校

7位笹山 事 ささやまたげる 皇學館高校

長野 優斗 ながのゆうと 皇學館高校

ゴノレフ 少年男子

監督 鈴木 啓二 すずきけいじ 伊賀白風高校

選手

伊藤 有志 いとうゆうし 三重高校

2位北村 聡馬 きたむらそうま 伊勢高校

寺田紅黎斗 てらだくれと 三重高校


