
フリガナ テニス　セイネンダンシ

テニス
成年男子

第37回東海ブロック大会　1位
第69回国民体育大会少年男子　優勝ペア

＊４位以内を期待

テニス
成年男子

(島袋将・鈴木保貴)

フリガナ フジワラ　チハル

陸上競技
少年女子
円盤投

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 円盤投　4位

＊3位以内を期待藤原　千春

フリガナ カワデ　イッカン

陸上競技
少年男子共通

三段跳

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 男子三段跳　6位

＊3位以内を期待河出　壱貫

フリガナ セコ　ノドカ
陸上競技
成年女子
100m

4×100mR

第99回日本陸上競技選手権 100m　5位
第100回日本陸行競技選手権 100m　３位
第70回国民体育大会 成年女子 100m　４位

＊３位以内を期待
世古　　和

フリガナ ナルオカ　タイキ

陸上競技
少年男子

共通5000ｍ競歩

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 5000ｍ競歩　2位

＊優勝を期待成岡　大輝

フリガナ スワ　タツロウ
陸上競技
成年男子
100m

4×100mR

第28回ユニバーシアード競技大会代表　4×100mR優勝　100m出場
第70回国民体育大会 成年男子100ｍ ６位

＊6位以内を期待
諏訪　達郎

フリガナ エトウ　タカシ

陸上競技
成年男子
走高跳

第15回世界陸上競技選手権走高跳代表
第21回アジア陸上競技選手権 走高跳　優勝
第70回国民体育大会　成年男子走高跳　優勝
第100回日本陸上競技選手権走高跳　優勝
リオデジャネイロオリンピック代表

＊優勝を期待

衛藤　昂

コメント

※選手団のＰＲなど

三重県選手団は、天皇杯順位１０位台を目指して心ひとつに全力で大会に臨み
ます。
ご声援よろしくお願いいたします。

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

目標順位
男女総合成績 10 位台

女子総合成績 10 位台

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 三重県



フリガナ バン　ノリヤス

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
成年男子
62kg級

第69回国民体育大会 成年男子 62kg級　スナッチ優勝・ジャーク優勝
第70回国民体育大会 成年男子 62kg級　スナッチ優勝・ジャーク優勝

＊2種目とも3位以内を期待坂　典泰

フリガナ ヤナガワ　トモアキ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
少年男子
85kg級

第69回国民体育大会 成年男子 77kg級スナッチ　優勝
第70回国民体育大会 成年男子 85kg級スナッチ　優勝・ジャーク2位
平成２８年度全国高等学校総合体育大会 77kg級　スナッチ2位・ジャーク
2位

＊2種目とも優勝を期待。今大会の旗手を務める。

栁川　友章

ﾌﾘｶﾞﾅ ナンリ　ケンジ

セーリング
成年男子レーザー級

第68回国民体育大会 成年男子 シングルハンダー級　優勝
第69回国民体育大会 成年男子 シングルハンダー級　優勝
第70回国民体育大会 成年男子 レーザー級　3位
2015年レーザー級世界選手権大会　代表
2015年Laser　All Japan Championship Standard 優勝
＊優勝を期待

南里　研二

フリガナ ニッタ　ソラ
セーリング
少年女子

レーザーラジアル
級

第70回国民体育大会少年女子レーザーラジアル級　5位

＊3位以内を期待新田　そら

フリガナ モトヤマ　ジンタロウ

レスリング
少年男子

フリー66kg級

世界カデット選手権 58kg級　2位
2016年全国高校選抜大会フリースタイル63kg級　3位
2016年全日本ジュニアレスリング選手権大会 ﾌﾘｰ66kg級　優勝
2016年全国高校総体66kg級　3位
2016世界カデットレスリング選手権大会 ﾌﾘｰ63kg級代表

＊3位以内を期待

基山　仁太郎

フリガナ カドヤ　モモカ

レスリング
女子

53kg級

2015年全日本ジュニアレスリング選手権大会ジュニア51kg級　優勝
2016年全日本選抜選手権女子５５kg級　2位
2016年アジア選手権女子55kg級　5位
2016年全日本学生選手権55kg級　優勝
＊3位以内を期待

角谷　萌々果

フリガナ タカハシ　ユウキ

レスリング
成年男子

フリー57kg級

第67・68回国民体育大会 成年男子 ﾌﾘｰ55kg級　優勝
第69回国民体育大会 成年男子 ﾌﾘｰ57kg級　優勝
2014世界選手権 ﾌﾘｰ57kg級　5位
平成27年度全日本選抜レスリング選手権大会57kg級　優勝
平成28年度全日本選抜レスリング選手権大会57kg級　2位

＊優勝を期待
高橋　侑希

フリガナ フジナミ　ユウヒ

レスリング
成年男子

フリー65kg級

第69回国民体育大会 少年男子 ﾌﾘｰ66kg級　優勝
2015世界ジュニアレスリング選手権大会 ﾌﾘｰ66kg級　2位
2016年全日本ジュニアレスリング選手権大会 ﾌﾘｰ66kg級　優勝
平成27年度　全日本レスリング選手権大会 ﾌﾘｰ66kg　2位
2016世界ジュニアレスリング選手権大会 ﾌﾘｰ66kg級代表
2016年全日本学生選手権７０kg級　優勝
＊優勝を期待

藤波　勇飛

フリガナ テニス　セイネンジョシ

テニス
成年女子

第70回国民体育大会成年女子　7位入賞

＊６位入賞を期待

テニス
成年女子

(太田千晶・江見優生乃)

フリガナ タイソウ　セイネンダンシ

体操競技
成年男子

相好体操クラブ　過去7年連続入賞
第64回/3位、65回/4位、66回/4位、67回/5位、68回/4位、69回/6位、
70回/6位

＊3位以内を期待

体操競技
成年男子

(相好体操クラブ)

選手団コメント

都道府県名 三重県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）

第71回国民体育大会（本大会）



フリガナ タナベマサト・ウチダリク

ソフトテニス
少年男子

平成２８年度全国高校総合体育大会 個人　３位

田邉雅人・内田理久

フリガナ ソフトテニスショウネンジョシ

ソフトテニス
少年女子

平成２８年度全国高校総合体育大会 団体（三重高校）　ベスト８
第70回国民体育大会 団体　２位

＊ベスト８を期待
ソフトテニス少年女子

フリガナ ゴミ　タイセイ

自転車競技
少年男子

平成28年度全国高校総合体育大会1ｋｍタイムトライアル　3位

＊3位以内を期待五味　大征

フリガナ ソフトテニスショウネンダンシ

ソフトテニス
少年男子

平成２８年度全国高校総合体育大会 団体（三重高校）　ベスト８

＊ベスト8を期待ソフトテニス少年男子

フリガナ スナミ　カホ

ハンドボール
成年女子

第23回世界学生選手権代表
第21回ヒロシマ国際大会代表角南　果帆

フリガナ ハンドボール　ショウネンジョシ

ハンドボール
少年女子

第69回国民体育大会少年女子　2位
第70回国民体育大会少年女子　5位

＊４位以内を期待

ハンドボール
少年女子

フリガナハンドボール　セイネンジョシ

ハンドボール
成年女子

第5回全日本社会人ハンドボール選手権大会　3位
第40回日本リーグ　6位

＊3位以内を期待

ハンドボール　成年女子
（三重バイオレットアイリス）

フリガナ カワシマ　エリ

ハンドボール
成年女子

第23回世界学生選手権代表
河嶋　英里

フリガナ ヨコヤマ　タイガ

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
少年男子

+105kg級

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 +105kg級　スナッチ優勝・ジャー
ク優勝

＊2種目とも優勝を期待
横山　太偉雅

フリガナ イシイ　ミク

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ
女子

-63kg級

第17回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 女子63kg
級　スナッチ優勝・ジャーク優勝
第30回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 女子69kg級　ス
ナッチ優勝・ジャーク優勝

＊2種目とも4位以内を期待

石井　未来

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 三重県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）



フリガナ ラグビージョシ

ラグビー
女子

・今大会から正式種目として、導入される
・伊藤絵美、大島千佳、山本さやか、斎藤聖奈、林明星、山中侑香
といった日本代表経験を持つ選手が出場し、上位入賞を目指すラグビー女子

フリガナオオシロ　カイキ

カヌー
成年男子

カヌースプリント

第69回国民体育大会カナディアンシングル200ｍ　500ｍ　優勝
平成27年度カヌースプリント選手権大会Ｃ-2 1000ｍ　優勝
2015年度全日本学生カヌースプリント選手権大会Ｃ-1 1000ｍ　優勝
2015年度全日本学生カヌースプリント選手権大会Ｃ-4 1000ｍ　優勝

＊500ｍ優勝を期待

大城　海輝

フリガナ フェンシングセイネンジョシ

フェンシング
成年女子

＊フルーレベスト8を期待
＊エペ　ベスト8を期待フェンシング成年女子

フリガナヤマダ　アユミ

フェンシング
成年女子

第17回仁川アジア競技大会女子エペ団体　3位
2015年アジア選手権大会　団体3位
2015年世界選手権大会　出場
エペ　ジャパンチーム

山田　あゆみ

フリガナ フェンシングセイネンダンシ

フェンシング
成年男子

＊フルーレベスト4を期待
＊サーブルベスト8を期待フェンシング成年男子

フリガナヤマダ　マサル

フェンシング
成年男子

２０１４年世界ジュニアカデ選手権大会男子エペジュニア個人戦　優勝
第17回仁川アジア競技大会男子エペ団体　3位
２０１３年第6回天津東アジア競技大会男子エペ個人　3位・団体3位
エペ　ジャパンチーム

山田　　優

フリガナオクニシ　マユミ 馬術
成年女子

馬場馬術
自由演技馬場馬術

第17回アジア競技大会馬術競技馬場馬術 団体戦　2位
第70回国民体育大会成年女子自由演技馬場馬術　優勝
第70回国民体育大会成年女子馬場馬術　優勝

＊2種目とも優勝、２連覇を期待
奥西　真弓

フリガナ ナカムラ　イサム 馬術
成年男子

ダービー
国体総合

過去21回国体出場
第70回国民体育大会成年男子ダービー　2位
第70回国民体育大会成年男子国体総合馬術　4位

＊5位以内を期待
中村　勇

フリガナ スモウ　セイネンダンシ

相撲
成年男子

＊ベスト４を期待相撲
成年男子

フリガナシロヤマ　セイラ

相撲
成年男子

第70回国民体育大会相撲競技少年男子 個人　優勝
第58回選抜高校相撲宇佐大会 個人　優勝
第13回世界ジュニア相撲選手権大会 個人無差別級　優勝
平成27年度全国高等学校総合体育大会相撲競技 個人　優勝

城山　聖羅

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 三重県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）



ﾌﾘｶﾞﾅ ナカムラ　イサム・ヨウコ

馬術 選手　勇が夫、監督兼選手　洋子が妻の夫婦中村　勇
中村　洋子

フリガナ ヤマダアユミ・マサル

フェンシング 成年女子　姉・あゆみ、成年男子　弟・優の姉弟山田　あゆみ
山田　優

ﾌﾘｶﾞﾅ フジナミトシカズ・ユウヒ

レスリング 少年男子監督　俊一が父、成年男子　勇飛が子の親子藤波　俊一
藤波　勇飛

フリガナ カワシマモモカ・ユウスケ

自転車競技 女子　姉・百香、少年男子　弟・祐輔の姉弟川嶋　百香
川嶋　祐輔

フリガナ サッカーセイネンダンシ

サッカー
成年男子

金守、飛弾、藤牧は元Jリーガー
溝田は元U-18日本代表サッカー成年男子

フリガナ ナカタイチゾウ・カワモトショウタロウ

サッカー
成年男子

監督兼選手　中田一三は、元Jリーガー選手　川本将太郎選手の叔父

中田　一三
川本　将太郎

フリガナ タカギ　ユウタ

ボウリング
少年男子

全日本ボウリング協会ユースナショナルチームメンバー
ＮＨＫ杯第50回全日本選抜選手権大会　第6位髙木　裕太

フリガナ ボウリングショウネンジョシ

ボウリング
少年女子

平成28年度全日本高校選手権女子　7位

＊ベスト8を期待ボウリング少年女子

フリガナサカクラ　リン

ボウリング
成年女子

全日本ボウリング協会ユースナショナルチームメンバー
第69回国民体育大会 少年女子 団体　優勝
第54回全日本選手権大会　6人ﾁｰﾑ戦6位 2人ﾁｰﾑ戦6位坂倉　　凜

フリガナ ボウリングショウネンダンシ

ボウリング
少年男子

第70回国民体育大会少年男子団体戦2位

＊優勝を期待ボウリング少年男子

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 三重県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）



フリガナ イトウユウシ・トキヤ

ゴルフ 成年男子　兄・有志、少年男子　弟・刻矢の兄弟伊藤　有志
伊藤　刻矢

フリガナ テラダクレト・リクト・クラン

ゴルフ
成年男子　長男・紅黎斗
少年男子　次男・麗紅斗
女子　長女・紅蘭

寺田　紅黎斗
寺田　麗紅斗
寺田　紅蘭

第71回国民体育大会（本大会）
選手団コメント

都道府県名 三重県

話題性のある選手・有望選手
選　手　名 競技種目 内容（紹介したい成績や話題性）


