
  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

矢橋　寛明（県岐阜商） 松橋　采音斗（県岐阜商） 宮本　崇志（岐 阜 北） 新木　詩乃（長　　良） 伊藤　有那（県岐阜商） カリム　理沙（県岐阜商）

矢橋　寛明（県岐阜商） 大鹿　佑志郎（県岐阜商） 村上　拓也（岐阜高専） 新木　詩乃（長　　良） 三須　夕菜（市岐阜商） 伊藤　有那（県岐阜商）

村上　拓也（岐阜高専） 高橋　勇樹（　 関　 ） 廣澤　数馬（大 垣 北） 佐藤　朋子（美濃加茂） 杉山　果奈美（済　　美） 山田　麻依（県岐阜商）

河村　一輝（大垣日大） 山川　惇生（大 垣 北） 廣瀬　将也（岐　　阜） 林　万梨乃（土 岐 商） 中舎　朱音（土 岐 商） 亀山　　茜（美濃加茂）

細江　勇吾（益田清風） 河村　一輝（大垣日大） 荒武　知樹（土岐商） 青木　　和（益田清風) 金森　有香（県岐阜商） 五島　汐梨（済　　美）

青木　　和（益田清風) 金森　有香（県岐阜商） 五島　汐梨（済　　美）

今井　篤弥（中　　京） 中舎　竜一（中　　京） 酒井　亮児（土 岐 商）

若園　　茜（県岐阜商） 加藤　沙彩（大 垣 商） 園原　　晶（恵　　那）

西尾　拓巳（中 津 商） 春木　滉司（大垣日大） 亀山　裕二（長　　良）

谷口　優輔（高 山 西） 羽賀　壮里（県岐阜商） 坂井　遼志朗（美濃加茂） 牧野　ひかる（高 山 西） 奥田　真夕（済　　美） 上梨　ライム（済　　美）

峐下　拓斗（中　　京） 古林　潤也（麗澤瑞浪） 池田　直弥（益田清風）

勝川　由亮（益田清風） 田中　英勝（高 山 工） 西松　雅将（長　　良） 杉山　智香（大垣日大） 中野　　恵（済　　美） 西尾　吏加（済　　美）

野原　幹汰・大鹿　佑志朗 水野　泰之介・亀山　裕二 桜井　大智・稲福　　熙 杉浦　若奈・高木　映里 吉田　佳純・伊藤　有那 奥田　真夕・上梨　ライム

松橋　采音斗・矢橋　寛明 近藤　将崇・松久　昂平 堀　　智哉・林　　亮輔 坂脇　杏梨・新木　詩乃 武藤　あおい・カリム　理沙 堀井　勇菜・杉山　果奈美

（県岐阜商） （長　　良） （大 垣 商） （長　　良） （県岐阜商） （済　　美）

藤井　楽人・鈴木　京介 山田　雄太郎・高橋　勇樹 亀山　裕二・岩田　尚樹・鵜飼　祥汰・松久　昂平 奥田　真夕・上梨　ライム 足立　静香・吉田　佳純 坂脇　杏梨・高木　映里

松原　　修・安藤　賢希 鈴木　友貴・長谷川　孝輔 （長　　良） 榎薗　あすか・杉山　果奈美 青木　香奈・山田　麻依 水谷　日菜・杉浦　若奈

（中 津 商） （　 関　 ） 後藤　拓也・山川　惇生・浅野　晃平・廣澤　数馬 （済　　美） （県岐阜商） （長　　良）

（大 垣 北）

川瀬　立真（大 垣 商） 井戸田　魁（美濃加茂） 浅野　雄太郎（土 岐 商） 石原　里紗（美濃加茂） 高木　朝加（岐　　阜） 大橋　彩乃（市岐阜商）

堀江　勇輝（美濃加茂） 朝居　拓麻（県岐阜商） 中川　浩克（市岐阜商）

三宅　將督（恵　　那） 羽實　壮里（県岐阜商） 川地　雅俊（大 垣 東） 河瀨　真央（県岐阜商） 葛西　志乃美（益田清風） 土屋　友梨奈（美濃加茂）

羽實　壮里（県岐阜商） 山下　大地（高 山 工） 島田　悠義（岐 阜 工）

松岡　晋乃介（市岐阜商） 浅野　克弥（中 津 商） 大前　拓人（飛騨高山） 木野　愛華（市岐阜商） 國定　綾香（市岐阜商） 小川　美奈（済　　美）

田中　優之介（市岐阜商） 大森　德幸（益田清風） 浅野　克弥（中 津 商） 小川　美奈（済　　美） 安田　　汀（大 垣 商） 下田　　茜（高 山 工）

大森　德幸（益田清風） 田中　　裕（中 津 商） 芳賀　清隆（大 垣 工）

田中　優之介（市岐阜商） 尾関　謙太（中津商） 浅野　克弥（中 津 商） 安田　　汀（大 垣 商） 金子　春菜（美濃加茂） 中田　寛乃（吉　　城）

西尾　拓巳（中 津 商） 奥村　拓実（美濃加茂） 荒木　貴朗（関 商 工）

若園　　茜（県岐阜商） 黒田　千恵（済　　美） 河田　彩音（市岐阜商）

髙橋　一矢（中　　京） 市川　　 絢（中　　京） 佐藤　太紀（中　　京） 佐野　亜里紗（大 垣 商） 川村　莉世（中　　京） 岡本　歩実（中　　京）

 床 小森　敬介（中　　京） 髙橋　一矢（中　　京） 島　　大我（中　　京） 佐野　亜里紗（大 垣 商） 川村　莉世（中　　京） 小澤　藍加（大 垣 商）

鞍馬 髙橋　一矢（中　　京） 市川 　　絢（中　　京） 小森　敬介（中　　京）

吊輪 髙橋　一矢（中　　京） 市川 　　絢（中　　京） 佐藤　太紀（中　　京）

市川 　　絢（中　　京） 佐野　亜里紗（大 垣 商）

杉山　柚樹（中　　京） 岡本　歩実（中　　京）

平行棒 髙橋　一矢（中　　京） 佐藤　太紀（中　　京） 小森　敬介（中　　京）

鉄棒 佐藤　太紀（中　　京） 山内　和希（中　　京） 市川 　　絢（中　　京）

段違い平行棒 佐野　亜里紗（大 垣 商） 岡本　歩実（中　　京） 土本　真子（大 垣 商）

平均台 佐野　亜里紗（大 垣 商） 阿知波　泉（中　　京） 川村　莉世（中　　京）
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２００ｍ

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

３０００ｍ

５０００ｍ

種　　　　　目

八種競技

小森　敬介（中　　京） ＊ 松田　美優（中　　京）

　体操競技
七種競技

個人総合

跳馬 佐藤　太紀（中　　京）

1

2

個人種目別



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

個人総合 安藤　梨友（済　　美） 持舘　将貴（済　　美） 山本　悠平（済　　美） 渡邊　友莉恵（済　　美） 今尾　咲良（聖マリア） 平田　理沙（済　　美）

フープ 渡邊　友莉恵（済　　美） 平田　理沙（済　　美） 今尾　咲良（聖マリア）

ボール 渡邊　友莉恵（済　　美） 今尾　咲良（聖マリア） 後藤　圭衣子（中　　京）

クラブ 安藤　梨友（済　　美） 持舘　将貴（済　　美） 山本　悠平（済　　美）

スティック 安藤　梨友（済　　美） 持舘　将貴（済　　美） 山本　悠平（済　　美）

４８Kg級 高橋　いぶき（海津明誠） 林　　好春（可　　児） 玉置　奈那（可　　児）

５３Kg級 日比野　椋太（土 岐 商） 吉田　　旭（中　　津） 安藤　史哉（土 岐 商） 山﨑　美那（土 岐 商） 長谷部　那江（可　　児） 石黒　真衣（可　　児）

５６Kg級 板橋　亮侑（土 岐 商） 日置　力丸（中　　津） 樋田　海実（土 岐 商）

５８Kg級 ＊ ＊ ＊

６２Kg級 藤田　貴大（土 岐 商） 水野　宗一（土岐紅陵） 佐藤　幹大（土岐紅陵）

６３Kg級 小原　彩乃（中　　津） 古川　　舞（可　　児） ＊

６９Kg級 亀井　瑞希（土岐紅陵） 池内　陽太（土 岐 商） 鷲見　祥麻（中　　津）

７５Kg級 熊谷　鮎乃（中　　津） ＊ ＊

７５Kg超級 松本　綾乃（海津明誠） ＊ ＊

７７Kg級 ＊ ＊ ＊

８５Kg級 山田　敏明（土 岐 商) 神田　悠斗（海津明誠） 森川　達朗（可　　児）

９４Kg級 青木　達也（中　　津） 杉野　充一（海津明誠） 栗田　悠平（海津明誠）

１０５Kg級 松岡　　陽（海津明誠） ＊ ＊

１０５Kg超級 ＊ ＊ ＊

栗山　和樹（岐 南 工) 長谷部　龍一（岐 南 工） 森川　康輔（岐阜第一）

森川　康輔（岐阜第一） 山本　英弘（岐阜第一） 大西　紘平（岐 南 工）

赤堀　健太（岐 南 工） 栗山　和樹（岐 南 工) 土橋　勇斗（岐阜第一）

土橋　勇斗（岐阜第一） 森　　善寛（岐 南 工） 和田　　樹（岐 南 工）

赤堀　健太（岐 南 工） 窪　　亮介（岐阜第一) 森　　善寛（岐 南 工）

永田　吏玖（岐 南 工） 長谷部　龍一（岐 南 工） 栗山　和樹（岐 南 工)

長谷部　龍一（岐 南 工） 清水　勇人（岐阜第一） 森川　康輔（岐阜第一）

山田　　諒・森川　康輔 林　　欣司・赤堀　健太 岡崎　和真・大澤　公貴

清水　勇人（岐阜第一） 長谷部　龍一（岐南工Ａ） 澤木　善幸（岐南工Ｂ）

栗山　和樹・森　　善寛 山本　英弘・窪　　亮介 清生　弥彦・三浦　貴大

永田　吏玖・和田　　樹 土橋　勇斗・亀谷　昌慈 増尾　　航・塚原　啓太

　　　        　（岐南工Ａ） （岐阜第一） （岐南工Ｂ）

清水　勇人（岐阜第一） 山田　　諒（岐阜第一） 赤堀　健太（岐 南 工）

青木　良磨（富　　田） 奥山　麗華（富　　田）

小浦　仁斗（富　　田） 坂廼辺　華穂（富　　田）

小浦　仁斗・佐藤　卓央 坂井　瑞輝・渡邉　　壮 飯沼・青木（富　　田） 奥山　麗華・武田　絵美里 瀬山　咲希・坂廼辺　華穂 間宮・河村（県岐阜商）

（富　　田） （中　　京） 多納・橋本（富　　田） （富　　田） （富　　田） 森下・岡田（富　　田）

　ソフトテニス
安藤　優作・仲野　聖矢 立木　雅也・真野　文暁 奥村勇・洞谷（中　　京） 西脇　　愛・伊藤　緩樹 市川　明里・藤盛　貴子 山上・伊藤（岐阜総合）

（中　　京） （中　　京） 馬場・奥村亮（中　　京） （多治見西） （鶯　　谷） 阿知波・山田（多治見西）

王　佳玉（富　　田） 瀬山　咲希（富　　田）

チーム・スプリント

４㎞チームパーシュートレース

　卓球

インディヴィデュアル・ロードレース

個人

　自転車競技

 

１㎞タイムトライアル

スプリント

４㎞速度競走

３㎞インディヴィデュアルパーシュート

ポイントレース

スクラッチレース

ケイリン

　新体操

            　　　　　　　 男　　　　　　子
種目

個人種目別

 

ウエイトリフティング

 

 

 

シングルス

ダブルス

坂井　瑞輝（中　　京） 佐藤　卓央（富　　田）

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

3

4

5

6

7



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

　テニス
堀　　泰也（県岐阜商） 松尾　魁人（県岐阜商） 井平　陽大（県岐阜商） 鵜飼　有希（恵 那 農） 木部　　静（県岐阜商） 成田　彩夏（県岐阜商）

田中　伸治（県岐阜商） 長尾　朋美（恵 那 農）

松尾　魁人・田中　伸治 山岸　大輝・塚原　慎斗 岩田・玉木（麗澤瑞浪） 鵜飼　有希・長尾　朋美 木部　　静・小島　未央奈 佐野・松尾（県岐阜商)

          （県岐阜商）         　　　（県岐阜商） 三品・木下（麗澤瑞浪）                   （恵 那 農） （県岐阜商） 舟渡・小塩（岐　　阜)

小倉　一真（岐 阜 東） 野尻　未優（高 山 西）

山野内　佳貴（県岐阜商） 稲川　恵里奈（県岐阜商）

川上　航季・山野内　佳貴 髙田　真吾・柳瀬　敦也 高木・岩瀬（県岐阜商） 稲川　恵里奈・遠藤　歩美 水野　裕加・水野　成美 北瀬・本谷（高 山 西）

     　　　　　（県岐阜商）      　　　　　（県岐阜商） 熊崎・竹岡（県岐阜商）                （県岐阜商） （県岐阜商） 大塚・髙橋（大 垣 西）

中川　大将（岐阜第一）

杉山　智紀（岐阜第一）

永縄　太一（大垣日大）

安部　凌一（中　　京）

渡邉　寛大（長　　良）

藤井　達矢（関 商 工)

小妻　隼士（中　　京）

渡邉　泰良（　 関 　）

岩屋ヶ野　勢一郎（中　　京）

森田　　 健（岐阜第一）

梅田　優馬（岐阜第一）

林　　慶吾（岐阜第一）

北村　夕騎（大垣日大）

高田　迪哉（大垣日大）

坂口　瑶子（鶯　　谷）

兼村　愛恵（関 商 工）

杉浦　ひなの（鶯　　谷）

澤田　　茜（岐 阜 工）

大熊　彩未（瑞　　浪）

杉山　綸花（関 商 工）

福井　海夕（鶯　　谷）

富樫　汐李（関 商 工）

須田　茄詠（鶯　　谷）

傍嶋　美月（岐阜高専）

塚田　絢子（鶯　　谷）

織田　萌実（岐　　阜）

向畑　伶香（飛騨高山）

＊

11 剣 道
下廣　勇登（可 児 工） 戸川　あやめ（高 山 西）

柘植　紀秀（美濃加茂） 片山　果沙稀（麗澤瑞浪）

菅沼　文太（岐阜農林）

宇野　滉史（岐阜農林）

７８Kg級

７８Kg超級

田内　理沙（中　　京） 舩坂　麻乃（中　　京）

相宮　彩乃（県岐阜商） 橋本　　和（飛騨高山）

松葉　友暉（岐 阜 北） 佐藤　みのり（麗澤瑞浪） 小角　晴奈（麗澤瑞浪）個人

 

伊藤　寛康（大垣日大） 森　　壮真（瑞　　浪）

吉田　優平（大垣日大） 佐溝　大輝（大垣日大）

牛丸　了英（大垣日大） 二宮　瑞紀（大垣日大）

高井　佳太（大垣日大） 金子　侑樹（中　　京）

松垣　渓太（大垣日大） 栃原　智宏（大垣日大）

林　　隆太（中　　京）

勝野　肇章（中　　京）

個人 若林　　魁（岐阜農林） 大藏 　　翔（岐阜農林）

　相　　　　　　撲

１００Kg級

武藤　礼子（中　　京）

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

篠田　明璃（鶯　　谷） 黒﨑　かれん（中　　京）

折木　千晴（中　　京） 野原　里佳子（大垣日大）

松井　明日香（大垣日大） 島村　美咲（鶯　　谷）

岩井　育実（鶯　　谷）

旧井　涼太（大 垣 商）

６６Kg級

７３Kg級

８１Kg級

９０Kg級

シングルス

ダブルス

シングルス 和田　蒼汰（大 垣 北） 竹岡　房樹（県岐阜商） 遠藤　歩美（県岐阜商） 蘭　沙也可（長　　　良）

　バドミントン

荒井　大嗣（岐阜高専）６０Kg級

種目
            　　　　　　　 男　　　　　　子

ダブルス

  柔　　　　　　道

8

9

10

12

１００Kg超級

４８Kg級

５２Kg級

酒向　亜矢香（鶯　　谷） 清水　弘美（大垣日大）

５７Kg級

６３Kg級

小角　朋樹（麗澤瑞浪）

７０Kg級



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

田口　あい（飛騨高山） ＊ ＊

小坂　泉生（飛騨高山） ＊ ＊

松井　　稜（中　　京） 佐々木　虎次郎（中 津 商） 松尾　洸希（岐 南 工）

小寺　妃奈乃（大垣日大） ＊ ＊

桑山　裕貴（中 津 商） 三木　雄平（斐　　太） 松下　裕哉（岐 南 工）

土井　綾乃（岐 南 工） ＊ ＊

上野　裕次郎（岐 南 工） 勝野　亮希（中 津 商） 太田　雅和（岐 阜 工） ＊ ＊ ＊

今川　朋乃伽（岐 南 工） ＊ ＊

安江　　巧（岐 南 工） 小寺　勝也（大垣日大） 磯部　　巧（中 津 商）

黒原　まどか（大垣日大） ＊ ＊

北村　　匠（岐 南 工） 桑原　　翔（大垣日大） 大井　一輝（岐 南 工）

廣瀨　郁也（岐 阜 工） 河合　曜平（岐 南 工） 早川　希夢（中 津 商）

二ノ宮　寛斗（岐 南 工） 岩田　直之（岐 阜 工） 伊藤　考亮（加茂農林）

髙田　一希（大 垣 工） 長野　修平（岐 阜 工） 片岡　雅宏（岐 南 工）

佐々木　虎次郎（中 津 商） 林　　真士（大垣日大） 髙木　良輔（岐 阜 工）

桑山　裕貴（中 津 商） 松下　裕哉（岐 南 工） 澤田　奨吾（岐 南 工）

勝野　亮希（中 津 商） 萩原　和磨（加茂農林） 太田　雅和（岐 阜 工）

安江　　巧（岐 南 工） 小寺　勝也（大垣日大） 磯部　　巧（中 津 商）

北村　　匠（岐 南 工） 桑原　　翔（大垣日大） 早川　希夢（中 津 商）

廣瀨　郁也（岐 阜 工） 河合　曜平（岐 南 工） 清水　優一朗（岐 南 工）

二ノ宮　寛斗（岐 南 工） 岩田　直之（岐 阜 工） 伊藤　考亮（加茂農林）

髙田　一希（大 垣 工） 長野　修平（岐 阜 工） 片岡　雅宏（岐 南 工）

早川　将輝（多治見工）

今尾　　嵐（中　　京）

平光　紘樹（岐 阜 工）

山口　千尋（多治見北）

水野　祐利（多治見工）

藤本　翔也（帝京大可児）

江崎　翔馬（岐阜工定）

三嶋　誠也（多治見工）

津田　　光（岐 阜 工）

＊

渡邉　心真（多治見工）

髙木　祐志（岐 阜 工）

古田　泰基（中　　京）

＊

＊

＊

伊藤　拓真（大 垣 南） 鈴村　健太（大 垣 南） 山北　格也（羽 島 北） 伊藤　真希（大 垣 南） 馬場　晴菜（大 垣 南） 伊東　彩子（大 垣 南）

淺井　俊貴（羽 島 北） 日比野　雄太（岐阜各務野） 小澤　将也（大 垣 南） 馬場　晴菜（大 垣 南） 伊藤　真希（大 垣 南） 河瀬　珠恵（鶯　　谷）

山北　格也（羽 島 北） 飯田　綾也（大 垣 南） 渡邊　裕斗（大 垣 南） 坪井　彩名（羽 島 北） 檜谷　　幸（羽 島 北） 安田　早希（岐阜各務野）

大竹　爽太（多 治 見） 池上　幸次朗（益田清風） 田村　昌士（各 務 原） 平光　由奈（岐阜総合） 橋本　佳奈（各 務 原） 山元　梨緒（岐阜総合）

ライトフライ級 杉山　広将（中　　京） 阿部　宏人（中　　京）

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子            　　　　　　　 男　　　　　　子
種目

小田川　文也（岐 阜 工） 安藤　慶太（中　　京）

池端　　翼（岐 阜 工）

　弓　　　　　　道

　フェンシング

バンタム級

ライト級

ライトウエルター級

ウエルター級

山口　知将（多治見工）

山田　拓史（岐 阜 工） 星野　凌也（多治見工）

小栗　有多賀（中　　京） 岩井　理央（中　　京）

フライ級 畑中　健人（中　　京） 堤　 　大登（岐 阜 工）

ミドル級 小澤　淳浩（中　　京） 加藤　健介（多治見工）

　レスリング

  ボクシング

    〃     　　 120Kg級

グレコローマン50Kg級

    〃 　　       55Kg級

　  〃    　　    60Kg級

　  〃 　　       66Kg級

　　〃　　　　　50Kg級

    〃      　　  55Kg級

　  〃        　　60Kg級

　  〃     　　   66Kg級

　  〃   　　     74Kg級

    〃     　　   84Kg級

    〃　          96Kg級

13

14

15

16

個人フルーレ

 〃 エペ

 〃 サーブル

個人

　  〃      　　  74Kg級

    〃  　　      84Kg級

    〃     　　   96Kg級

    〃  　　     120Kg級

ピン級 森川　省吾（中　　京） 池田　　悠（岐 阜 工）

フリースタイル46Kg級

　　〃　　　　　49Kg級

　　〃　　　　　52Kg級

    〃      　　  56Kg級

　  〃        　　65Kg級

　  〃     　　   70Kg級



 

  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

板津　政彦（美濃加茂） 前田　啓希（恵　　那） 宮地　耕平（恵　　那） 成瀬　歩美（恵　　那） 脇淵　悠華（東 濃 実） 越野　陽香（美濃加茂）

松田　幸也・永田　和也 長尾　鴻次郎・小栗　寛斗 佐藤　紘哉・土岐　元真 伊東　佑花・長瀬　　歩 片山　文香・山守　ほの香 福田　愛実・田牧　　月

                  （八 百 津）                     （加　　茂）                     （加　　茂） （恵　　那） （加　　茂） （八 百 津）

長谷川　駿・長村　和紀 冨山玄太郎・遠藤　直紀 赤塚　翔汰朗・長谷川　義光 今井　 奏瑠・井川　奈菜 岩井　友里華・大橋　あげ葉 今枝　里帆・髙野　歩実

朝日　崇登・土屋　政智 日比野　広夢・亀谷　直哉 鈴木　俊貴・酒向　　翼 棚橋　秀美・長谷川　珠緒 奥村　珠実・渡邉　　渚 可児　晴海・渡邉　あゆ

林　　卓人　　（恵　　那） 徳永　旭秀　　（八 百 津） 野呂　駿也　　（加　　茂） 北村　梨愛　　 （加　　茂） 林　　美月　　（加　　茂） 堀部　未央　　（加　　茂）

児見山　廉（県岐阜商） 杉田　七瀬（池　　田）

近松　　颯（県岐阜商） 石原　　南（県岐阜商）

柴田　和明（多 治 見） 吉田　七海（中　　京）

福井　新大（　 関　 ） 河田　紗希（大 垣 北）

大橋　佑奈（大 垣 商） 泊　　夢乃（大 垣 商） 古澤　志帆（岐 阜 女）

西川　怜奈・大橋　佑奈 不破　恵里奈・堀口　萌絵 泊　　夢乃・田中　優衣

                      （大 垣 商）                       （大 垣 商） （大 垣 商）

小林　由斉（関 有 知） 遠藤　雅也（関 有 知） ＊ 宮崎　侑香（鶯　　　谷） 堀部　咲穂（済  　　美） 堀　　鮎美（華 陽 F）

小林　由斉（関 有 知） 遠藤　雅也（関 有 知） 尾関　流華（関 有 知） 堀部　咲穂（済       美） 山田　智香（鶯       谷） 野田　ひとみ（済     美）

竹内　僚哉（関 有 知） 谷口　　陣（鶯  　谷） 大橋　　 佳（鶯　　谷） 脇田　仁美（済  　　美） 津田　英里奈（鶯　  　谷） ＊

上遠野　稜佑（高 山 西） 滝村　健一郎（高 山 西） 廣瀬　孝浩（大 垣 西） 古澤　歩幸（大 垣 西） 狐塚　佑姫（聖マリア） 中村　星羅（聖マリア）

若原　亮太（岐阜聖徳） 水野　一成（美濃加茂） 田中　悠介（中　　京） 小野　祐夢（帝京大可児） 若原　由衣（岐阜聖徳） 吉桑　晴美（岐阜聖徳）

生駒　　真（岐阜第一） 山田　　樹（大垣日大） 島岡　知大（岐阜第一） 片岡　晴香（関 商 工） 伊加利　千彩乃（済　　美） ＊

小倉　啓佑・小池　竜平 伊藤　　嶺・長谷部　英己 松原　一徳・弥永　泰知 鈴木　里麻・花森　美紀 佐藤　麻友香・今津　　碧

               （加茂農林）                （海津明誠） （大 垣 北）                 （海津明誠）                 （海津明誠）

個人  ＢＲの部

個人　ＢＰの部

個人

個人

　ゴルフ

少林寺拳法

＊

単独演武

組演武

ダブルスカル

舵手付クォドルプル

　空手道

辻　　一寛（県岐阜商）個人組手

個人形

邨瀬　隼大（県岐阜商）

国枝　卓未（県岐阜商） 汲田　　舜（県岐阜商）

山田　 　梓（市岐阜商）

山田　 　梓（市岐阜商）

羽佐田　愛（県岐阜商）

林　　祐奈（県岐阜商）

　アーチェリー

　なぎなた
個人

演技

個人  ＡＲの部

  ボート

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子            　　　　　　　 男　　　　　　子

22

23

17

18

19

20

21

     種　　　　　目

シングルスカル

　ライフル射撃



  １　　位 ２　　位 ３　　位   １　　位 ２　　位 ３　　位

北川　友貴（県岐阜商） 杉山　稔弥（県岐阜商） 日比野　慎平（岐阜聖徳） 番　　由紀奈（羽 島 北） 中村　遥子（大 垣 商） 野村　美有季（大 垣 商）

北川　友貴（県岐阜商） 日比野　慎平（岐阜聖徳） 杉山　稔弥（県岐阜商） 栗原　　皐（恵　　那） 番　　由紀奈（羽 島 北） 中村　遥子（大 垣 商）

井上　奨真（県岐阜商） 若山　寛太（県岐阜商） 藤井　佑哉（多治見西） 安藤　芽生（多治見西） 椎木満里乃（帝京大可児） 小野　晶迦（県岐阜商）

井上　奨真（県岐阜商） 山野　拓（多治見西） 瀧澤　諒（県岐阜商） 水谷　華奈（岐 阜 北） 安藤　芽生（多治見西） 加藤　花梨（多治見西）

水谷　華奈（岐 阜 北） 加藤　花梨（多治見西） 石原　叶乃（大 垣 商）

塩谷　　翼（大 垣 商） 今井　健朗（大 垣 商） 山野　拓（多治見西）

加納　卓也（県岐阜商） 辻　太規（県岐阜商） 長沢　流河（大 垣 商） 大下　あおい（岐阜農林） 新田　愛恵（中　　津） 箕浦　　蓮（岐阜聖徳）

加納　卓也（県岐阜商） 辻　太規（県岐阜商） 佐々木　健（岐阜聖徳） 田口　そよ風（多治見西） 山岡　涼奈（帝京大可児） 大下　あおい（岐阜農林）

木下　大輔（大 垣 商） 小松　悠汰（大 垣 商） 工藤　栄大（麗澤瑞浪） 松本　愛梨（岐阜聖徳） 鈴木　亜子（帝京大可児） 林　　美月（県岐阜商）

木下　大輔（大 垣 商） 工藤　栄大（麗澤瑞浪） 河野　真輝（岐阜高専） 松本　愛梨（岐阜聖徳） 鈴木　亜子（帝京大可児） 河島　　凜（各務原西）

長沼　大輝（多治見西） 丸山　龍希（中　　津） 岩島　桂佑（中　　京） 吉村　莉奈（多治見西） 奥村　文葉（帝京大可児） 島田　由奈（帝京大可児）

長沼　大輝（多治見西） 丸山　龍希（中　　津） 岩島　桂佑（中　　京） 吉村　莉奈（多治見西） 武井　　彩（岐阜聖徳） 奥村　文葉（帝京大可児）

井上　敦博（県岐阜商） 長沢　流河（大 垣 商） 柘植　　忠（中　　津） 武井　　彩（岐阜聖徳） 栗原　　皐（恵　　那） 山岡　涼奈（帝京大可児）

塩谷　 　翼（大 垣 商） 柘植　　忠（中　　津） 小池　勇太（県岐阜商） 田口　そよ風（多治見西） 加藤　亜実（飛騨高山） 加納　由稀（県岐阜商）

井上奨・杉山・北川・若山 藤井・安藤・山野・長沼 木下・長沢・塩谷・小池 吉村・加藤・田口・安藤 野村・石原・鷲見・中村 松本・箕浦・信崎・武井

（県岐阜商） （多治見西） （大 垣 商） （多治見西） （大 垣 商） （岐阜聖徳）

瀧澤・若山・杉山・井上奨 藤井・安藤・山野・長沼 塩谷・小池・今井・木下

（県岐阜商） （多治見西） （大 垣 商）

井上敦・加納・井上奨・北川 木下・長沢・塩谷・小池 長屋・佐々木・林・日比野 安藤・田口・吉村・加藤 鈴木・山岡・島田・椎木 松本・箕浦・武井・信崎

（県岐阜商） （大 垣 商） （岐阜聖徳） （多治見西） （帝京大可児） （岐阜聖徳）

伊藤　天哉（恵 那 農） 亀山　真矢（中　　京） 長谷川　滉佑（中　　京） 細井　芽生（中　　京） 水野 　千晶（中　　京） 加藤　千沙（中　　京）

大雪のため中止 大雪のため中止

安済　修哉（恵 那 農） 畠中　泰一朗（中 津 商） 安部　大志（中　　京） 阪上　聖心彩（中　　京） 阪上　愛心穂（恵 那 南） 梅村　美帆（中　　京）

大雪のため中止

大雪のため中止

伊藤　貫太（中　　京） 伊藤　 　駿（恵 那 南） ＊

中止 中止

平田　大樹（岐阜第一） 田辺　航也（岐阜第一） 山前　翔吾（高 山 工） 小木曽　真央（飛騨高山） 今村　優希（飛騨高山） 渡瀨　葉月（飛騨神岡）

山越　貴文（岐阜第一） 清水　亮太（飛騨高山） 平田　大樹（岐阜第一） 小木曽　真央（飛騨高山） 今村　優希（飛騨高山） 橋脇　　彩（飛騨高山）

橋本　蔵之助（高 山 工） ＊ ＊

橋本　蔵之助（高 山 工） ＊ ＊

東濃　映里佳（飛騨高山） 高木　菜香（飛騨高山） ＊

三島　龍也（飛騨高山） 仲田　　剛（飛騨高山） 中切　虎太郎（高 山 工）

東濃　映里佳（飛騨高山） ＊ ＊

三島　龍也（飛騨高山） 仲田　　剛（飛騨高山） 中切　虎太郎（高 山 工）

中切、山越、橋本、小長谷

（高山工）
＊ ＊  

            　　　　　　　 男　　　　　　子
     種　　　　　目

 　　　　　　　　　　　　　女　　　　　　子

  １００ｍ背泳ぎ

 

＊ ＊

　スキー

10Kmフリー

15㎞フリー

15㎞リレー ＊

　　５０ｍ自由形

　１００ｍ自由形

　２００ｍ自由形

　４００ｍ自由形

  ８００ｍ自由形

１５００ｍ自由形

  １００ｍ平泳ぎ

  ２００ｍ平泳ぎ

10Kmクラシカル

　３０００ｍ

　５０００ｍ

１００００ｍ

２０００ｍリレー

  ２００ｍ背泳ぎ

24

25

26

５㎞クラシカル

  ２００ｍバタフライ

  ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

  ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ

  ４００ｍリレー

  ８００ｍリレー

  ４００ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

　　５００ｍ

　１０００ｍ

　１５００ｍ

ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ

ｽﾗﾛｰﾑ

スペシャルジャンプ

Ｎ・コンバインド

　スケート

  水泳

40㎞リレー

  １００ｍバタフライ


