
NO 期　　日

1 １２／２２

2 ３／２１～２３

5 ３／２９～３０

３／２３～２６ （男子）

３／２１～２４ （女子）

8 ３／２４～

9 １／５～１２

10 １２／３１～１／９

11 １２／２３～２９

12 ３／３１～４／７

13 ３／２０～２１　（男女団体）

14 ３／２７～２８

15 ３／１５～１６

16 ３／２７～２９

18 １２／２１～２３

21 ３／２２～２３

期　  　日

３／２２

               　　　　　　  男子

               　　　　　　　女子

３／２１～２３

               　　　　　　  男子

             　　　　　　    女子

３／２５～２８

　男子  　　　　　　　 ６２㎏級

　　　　　　　　　　　　 ８５ｋｇ級

　　　　　　　　　　　　 ９４ｋｇ級

      　　　　　　　　+１０５㎏級

　女子   　　　　　　　５３㎏級

陸上競技

日本ガイシスポーツプラザ（愛知県）

スカイホール豊田（愛知県）他

バスケットボール

日本武道館（東京都千代田区）

春日井市総合体育館（愛知県）

大阪市中央体育館（大阪府）

19 ボート ３／２０～２２ 浜松市天竜ボート場（静岡県）

柔　道

剣　道

ハンドボール

バレーボール 東京体育館（東京都）

東京体育館（東京都）

ソフトテニス

弓　道

17

相　撲 春野総合運動公園相撲場（高知県）

2

1 体　操

体操競技

新体操

スカイホール豊田（愛知県）

川村　莉世  （中京）

岐阜ＧＭＣ　で愛ドーム（岐阜県）

金沢市総合体育館（石川県）

ウエイトリフティング

平成２５年度全国高等学校選抜大会出場校・出場者一覧

出　場　種　目　・　出　場　選　手 （ 学 校 名 ）

　　会  　　　場
競技名№

団　体  

空手道20 ３／２６～２８

なぎなた 伊丹スポーツセンター体育館（兵庫県）   女子　大垣商業

エコパアリーナ（静岡県）

 (小笠山総合運動公園静岡アリーナ)

  男子　県岐阜商　　岐南工　  加納

  女子　県岐阜商　　池　田

＜ダブルスカル＞

　男子 　恵　那    女子　恵　那

個　人

体　操（新体操）

　男子  大垣商業　　　女子　　岐阜総合

　男子  高山西　　　  女子　　麗澤瑞浪

フェンシング

種　　目 会　　場 出　場　校

　男子  市岐阜商　岐阜東　  女子　高山西

6

山宮ｽﾎﾟｰﾂ公園・外神ｽﾎﾟｰﾂ広場（静岡県）

熊野市総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ他 (三重県)

３／２１～２７
博多の森テニス競技場（福岡県）

九州国際テニスクラブ（福岡県）
テニス

岐阜ＧＭＣ　で愛ドーム（岐阜県） 　女子　中　 京

　女子  多治見西

　男子  中　京 　　　女子　　多治見西

　男子  富　田

　女子  県岐阜商　　   富　田

　男子  岐阜聖徳
7

ホッケー ３／２５～３０4

3

  男子　中　 京     女子　　土岐商業京都市西京極陸上競技場付設マラソンコース（京都府）

滋賀県立体育館（滋賀県）

岐阜県グリーンスタジアム（岐阜県）
　男子  岐阜各務野　　岐阜総合

　女子  岐阜各務野

青木　達也  （中津）

　男子  羽島北

　女子  大垣南
秋田市立体育館（秋田県）

　男子  岐阜農林

新潟市体育館（新潟県） 　男子  岐南工

　男子　大垣日大  　　女子　　鶯谷

西が丘　（東京都） 　男子  岐阜工業

　男子  美濃加茂　 　　女子　岐阜女子

熊谷ラグビー場（埼玉県） 　東海選抜大会の決勝に進出したチーム

平成２６年３月４日（火）現在　　

山田　敏明  （土岐商）　　　神田悠斗  （海津明誠）

持舘　将貴　 （済美）　　　　山本悠平　　　 （済美）

後藤　圭衣子（中京）　　　　渡邊　友莉恵　（済美）

高橋　一矢  （中京）　　　　市川　　絢  （中京）

　男子  加　茂　　八百津　　女子　　加茂

卓　球 ３／２５～２８

ソフトボール

藤田　貴大  （土岐商）

松岡　 　陽  （海津明誠）

山﨑　美那  （土岐商）

　男子  県岐阜商　 　　女子　　県岐阜商

　男子  県岐阜商　 　　麗澤瑞浪

　女子  恵那農業

＜舵手付クォドルプル＞

３／２１～２３

レスリング

サッカー

ラグビーフットボール



期　  　日

３／２０～２３

 １㎞ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ

 ３㎞ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙﾊﾟ-ｼｭ-ﾄ

 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

 スクラッチ

 ケイリン

 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

３／２５～２８

  シングルス　　          男子

　　　 　　　　　             女子

３／２１～２７

シングルス　　男女

３／２０～２１

  個人戦                ６０㎏級 ５２㎏級

        　　　             ７３㎏級 ５７㎏級

           　　            ８１㎏級 ６３㎏級

            　           　９０㎏級 ７０㎏級

                        　  無差別 無差別

３／１５～１６

　軽量級 　中量級

　総　 合

３／２７～２９

          フリースタイル 　５０㎏級

　６６㎏級

　７４㎏級

　８４㎏級

　９６㎏級

１２０㎏級

男子　３／２３～２７

ピン級

ライトフライ級

ライト級

ライトウェルター級

女子　３／２６ バンタム級

１２／２１～２３

　　男子

　　女子

３／２０～２２

シングルスカル

１２／２２～２３

クライミング　リード

9 ボクシング

河島　　 豪　 (向陽台)

金森　南美　 (大垣西)

  黒川　美咲　 （中　京）

  大熊　彩未   （瑞　浪）

  黒﨑　かれん （中　京）

  塚田　純子    （中　京）

7

　高井　佳太　 （大垣日大）

　松垣　渓太   （大垣日大）

　林　 　隆太   （中　京）

春野総合運動公園相撲場（高知県）

日本武道館　(東京都)

芦屋大学　福山記念館（兵庫県）

高田　一希  （大垣工業）　　長野　修平  (岐阜工)

　若林　　魁　・　大藏　　翔 　・　菅沼　文太　・　加藤順也　(岐阜農林)

8

6

二ノ宮　寛斗  （岐南工）　　 岩田　直之  （岐阜工）　　 伊藤　考亮  (加茂農林)

新潟市体育館（新潟県）

森川　省吾  （中京）

杉山　広将  （中京）

池端　　 翼  （岐阜工業）

山田　拓史  （岐阜工業）

河野　沙捺  （多治見工業）

相　撲

高木　良輔  （岐阜工）

レスリング

柔　道

　荒井　大嗣 　（岐阜高専）

三島　汰市  （高山工）　　廣瀬　光輝  （大垣商業）弓　道10

11 ボート

12 登　山

  野原　里佳子 （大垣日大）

3 自転車競技

長谷部龍一  （岐南工）　　  清水　勇人  （岐阜第一）

滋賀県立体育館（滋賀県）

栗山　 和樹  （岐南工）

森　　  善寛  （岐南工）

窪　 　 亮介  （岐阜第一）

4 卓　球

　吉田　優平　 （大垣日大）

5 テニス

№

安江　　巧  （岐南工）

北村　　匠  （岐南工）

廣瀬　郁也  （岐阜工）

清水　 勇人  （岐阜第一）

長谷部龍一  （岐南工）

栗山　 和樹  （岐南工）　    森　　 善寛  （岐南工）

博多の森テニス競技場 ・ 九州国際テニスクラブ　（福岡県）

団体戦２Ｒ進出校の登録１番手によるトーナメント

　武田　幸毅 (市岐商) 　若林　　魁 (岐阜農林)

男子　  亀山　凌平  （各務原）

女子　  小川　那瑠美  （岐阜総合）

男子　板津　政彦（美濃加茂）

加須市民体育館（埼玉県）

久保田　祐加  （中京）　　馬場　彩加  （岐阜総合）

浜松市天竜ボート場（静岡県）

大阪市中央体育館（大阪府）

ロード  ： 山鹿市菊鹿地区特設ステージ（熊本県）

競技名
　　会  　　　場

出　場　種　目　・　出　場　選　手 （ 学 校 名 ）

トラック ： 北九州市メディアドーム（福岡県）



期　  　日

３／１３～１６

２／１２～１５

 ｱﾙﾍﾟﾝ(SG,GS,SL)

 ｸﾛｽ（ｸﾗｼｶﾙ､ﾌﾘｰｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ）

２／２３～２５

　　　　　　　５００ｍ　男子

　　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　１０００ｍ　男子

　　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　１５００ｍ　男子

　　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　３０００ｍ　男子

　　　　　　　　　　　　女子

　　　　　　５０００ｍ　男子

３／２６～２８

                 　　　　　　 組手

               　　　　　　　　 形

３／２２～２３

３／２２～２３

    男子            　　　　　ＡＲ

                  　　　　　 ＢＲ

                              ＢP

    女子                       ＡＲ

                              ＢＲ

                              ＢP

３／２６～２８

３／２５～２９

３／２２～２３

 男子　規定単独演武の部

　　　 　自由単独演武の部

　　　　 自由組演武の部

 女子　規定単独演武の部

　　　　 規定組演武の部

　　　　 自由単独演武の部

田辺　航也（岐阜第一）　　平田　大樹（岐阜第一）13 スキー

岩本　悠吾（飛騨神岡）　　橋本　蔵之助（高山工業）

※ゴルフは、３月１２～１５日の全国高等学校ゴルフ選手権春季大会中部地区予選で決定

※ラグビーフットボールは、３月１５ ・ １６ ・ ２１日の東海選抜大会で決定

※出場競技は、３１競技　（団体種目→１１競技　・　団体及び個人種目→１０競技 ・ 個人種目→ １０競技）

※団体には、２１競技に４５チーム参加　、　個人には、２０競技に９８名参加予定

ゴルフ19
中部大会　３／１２～１４　　春日井カントリー倶楽部 男女共、中部大会の予選による

　藤枝市スポーツパル高根の郷　ライフル射撃場（静岡県）

　男子　汲田　　舜  (県岐阜商)　　　 女子　山田　　梓  （市岐阜商）

17 ライフル射撃

　野田　ひとみ  （済美）　   山田　麻代  （鶯谷）

　脇田　仁美  （済美）

　勢田カントリー倶楽部

  小林　由斉  （関有知）　　遠藤　雅也  (関有知)

  浅井　博誉  （済美）　     後藤　   暉  （関有知）

　大橋　　 佳  （鶯谷）　     竹内　僚哉  （関有知）

　渡辺　千晶  （鶯谷）　     堀部　咲穂  （済美）

18 アーチェリー

なぎなた
  伊丹スポーツセンター体育館（兵庫県）

大橋　佑奈    西川　怜奈    堀口　萌絵  （大垣商業）

　男子　林　　颯輝  （県岐阜商）　　　女子　辻　　彩乃  (池田)

東濃　映里佳（飛騨高山）　　下林　美郷（飛騨神岡）　　森本真世（飛騨高山）　　三島龍也（飛騨高山）

平澤　知也（高山工業）　　　 石腰　貴人（高山工業）　　仲田　剛（飛騨高山） 　　中切　虎太郎（高山工
業）

　エコパアリーナ(静岡県)

小木曽　真央（飛騨高山）　　山越　涼平（岐阜第一）　　山越　貴文（岐阜第一）　　三島　大河（飛騨高山）

　長谷川　滉佑  （中京）　　亀山　真矢  （中京）　　遠藤　龍輝  （中津商）

　長谷川　滉佑  （中京）　　亀山　真矢  （中京）　　遠藤　龍輝  （中津商）　　安部　大志  （中京）

　村木　澪良（中京）

　村木　澪良（中京）

　阪上　聖心彩　・　梅村　美帆（中京）　　阪上　愛心穂（恵那南）

　阪上　聖心彩　・　梅村　美帆（中京）　　阪上　愛心穂（恵那南）

　畠中　泰一朗  （中津商）　安部　大志  （中京）

　安済　修哉  （恵那農業）　　伊藤　　駿  （恵那農業）

つま恋「多目的広場特設会場」　（静岡県掛川市）

　男子　　久保寺　悟士（大垣西）　　　女子　　狐塚　佑姫（聖マリア）

20 少林寺拳法

　丸亀市民体育館（香川県）

　伊藤　　嶺  （海津明誠）　　長谷部　英己  （海津明誠）

　生駒　　真  （岐阜第一）

　小倉　啓佑 ・ 小池竜平　組  （加茂農林）

　佐藤　麻友香  （海津明誠）

　鈴木　里麻 ・ 花森　美紀　組  （海津明誠）　　大野園実 ・ 今津　　碧　組  （海津明誠）

　片岡　晴香  （関商工）

16

15 空手道

スケート14

№ 競技名

　安部　大志  （中京）　　伊藤　　駿  （恵那農業）　　安済　修哉  （恵那農業）

　明治北海道十勝オ－バル（北海道）

　　会  　　　場

出　場　種　目　・　出　場　選　手 （ 学 校 名 ）

　アルペン ： 富良野スキー場（北海道）

　N　　　C　： 湯沢温泉村　　 （長野県）


	Sheet1

