
平成２７年度強化指定運動部・チーム一覧

競技名 学校名 競技名 学校名
陸上競技 宇治山田商業 男子 陸上競技 多気町松阪市学校組合立多気中学校 男女
陸上競技 宇治山田商業 女子 水泳競技 紀北町立潮南中学校 女子
陸上競技 四日市工業 男子 テ ニ ス 桑名市立明正中学校 男子
陸上競技 松阪商業 女子 バレーボール 松阪市立久保中学校 男子

陸上競技（駅伝） 伊賀白鳳 男子 バスケットボール 四日市市立朝明中学校 女子
陸上競技（駅伝） 四日市商業 女子 ハンドボール 菰野町立菰野中学校 男子
水泳（競泳） 尾鷲 男子 ソフトテニス 熊野市立有馬中学校 女子
水泳（競泳） 津田学園 男子 卓 球 津市立橋南中学校 男子
水泳（競泳） 津田学園 女子 軟式野球 玉城町立玉城中学校 男子
水泳（水球） 四日市中央工業 男子 相 撲 志摩市立磯部中学校 男子
水泳（水球） 稲生 男子 柔 道 津市立久居中学校 男子
サッカー 四日市中央工業 男子 ソフトボール 度会町立度会中学校 女子
サッカー 三重 女子 バドミントン 伊勢市立小俣中学校 女子
テニス 四日市工業 男子 剣 道 桑名市立陵成中学校 男子
テニス 四日市商業 女子
ボート 津 男子 計１４校１４部
ボクシング 久居 男子
バレーボール 松阪工業 男子
バレーボール 津商業 女子
体操（競技） 暁 男子 競技名 チーム名
体操（競技） 暁 女子 陸上競技 デンソー女子陸上長距離部
体操（新体操） 名張 女子 陸上競技 NTN陸上競技部
バスケットボール 四日市工業 男子 陸上競技 AGF陸上競技部
バスケットボール 四日市商業 女子 サッカー 伊賀ＦＣくノ一
レスリング いなべ総合学園 男子 ホッケー 女子三重クラブ
レスリング 朝明 男子 体操 相好体操クラブ
セーリング 津工業 男子 ハンドボール 三重バイオレットアイリス

ウエイトリフティング 四日市工業 男子 卓球 エクセディ卓球部
ウエイトリフティング 四日市中央工業 男子 相撲 三重県教員
ウエイトリフティング 亀山 女子 馬術 北勢ライディングファーム
ハンドボール 四日市工業 男子 馬術 名鉄乗馬クラブ・クレイン東海
ハンドボール 四日市商業 女子 馬術 名張乗馬クラブ
自転車 朝明 男子 柔道 三重県警察（柔道）
ソフトテニス 三重 男子 ライフル射撃 三重県警察（射撃）
ソフトテニス 三重 女子 剣道 三重県警察（剣道）
卓球 白子 男子 なぎなた 三重なぎなたチーム
卓球 白子 女子 柔道 皇學館大学柔道部
軟式野球 高田 男子
相撲 宇治山田商業 男子 計１７チーム
馬術 高田 男女

フェンシング 津東 男子
フェンシング 津東 女子
柔道 四日市中央工業 男子 競技名 チーム名
柔道 名張 女子 レスリング 一志ジュニアレスリング教室

ソフトボール 津西 男子 水球 三重ウォーターポロスターズ
ソフトボール 伊勢学園 女子
バドミントン 暁 男子 計２チーム
バドミントン 皇學館 女子
弓道 松阪工業 男子
弓道 伊勢学園 女子

ライフル射撃 久居 男子
ライフル射撃 久居 女子
剣道 三重 男子
剣道 鈴鹿 女子

ラグビーフットボール 朝明 男子
カヌー 桑名西 男子

アーチェリー 海星 男子
アーチェリー 四日市四郷 女子
空手道 川越 女子
銃剣道 皇學館 男子
なぎなた 稲生 女子
ボウリング 津田学園 男子
ボウリング 津田学園 女子
ゴルフ 津田学園 男子
ゴルフ 津田学園 女子

硬式野球 いなべ総合学園 男子

計３１校６６部

高等学校強化指定運動部 中学校強化指定運動部

ジュニアクラブ

大学運動部・企業クラブチーム

高等学校硬式野球特別指定運動部


