
氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

１ 陸 　上　 競　 技 団体

岐　阜　県 １点 第２２位 岐　阜　県 ０点

岐　阜　県 １点 第１８位 岐　阜　県 ０点

岐　阜　県 ０点 岐　阜　県 ０点

個人 星　井　 駿　佑 (関 商 工) 第８位

高　木 　琉　聖 (岐 阜 工) 予　選

小　澤     　　京 (華陽F・定) 予　選

星　井　 駿　佑 (関 商 工) 準決勝

高　木 　琉　聖 (岐 阜 工) 予　選

小　澤    　　京 (華陽F・定) 予　選

渡　邊　　 　　岳 (華陽F・定) 予　選

大  島　     　啓 (阿　　 木) 予　選

村　瀬 　 彪　流 (西濃学園) 準決勝 伊　藤　 里　緒 (西濃学園) 予　選

安　田　 浩　二 (大 垣 商) 準決勝

秋　山 　大　地 (阿　　 木) 予　選

日　置 　達　也 (西濃学園) 予　選

小　林　　　　樹 (華陽F・定) 予　選

秋　田　 隆　壱 (関 商 工) 予　選

秋　田 　隆　壱 (関 商 工) 予　選

鈴　木 　ヒカル (岐 阜 工) 予　選

アルマーレス・トシキ (関 商 工) 予　選

高　木 　琉　聖 (岐 阜 工)

星　井　 駿　佑 (関 商 工)

都　築　 一　馬 (関 商 工)

小　澤     　　京 (華陽F・定)

渡　邊　　 　　岳 (華陽F・定)

村　瀬 　 彪　流 (西濃学園)

大  島　     　啓 (阿　　 木)

日　置 　達　也 (西濃学園)

秋　山 　大　地 (阿　　 木) 予　選

都　築　 一　馬 (関 商 工) 予　選

春　山 　拓　望 (華陽F・定) 予　選

原　　　　裕　太 (阿　　 木) 予　選 戈　宮 　夕　菜 (西濃学園) 予　選

磯　川　 潤　人 (阿　　 木) 予　選 市　川　 実　緒 (阿　　 木) 予　選

磯　川　 潤　人 (阿　　 木) 予　選 市　川　 実　緒 (阿　　 木) 予　選

原　　　　裕　太 (阿　　 木) 予　選

杉　田　　　　駿 (大 垣 商) 予　選

　　　　　男　　女　　総　　合　　　　　　　　　　岐　阜　県　　　　　　　１　　点　　　　　　　　第２９位

平成２９年度全国高等学校定時制通信制体育大会成績一覧

平成２９年７月３１日（月）～８月１９日（土）

於　：　東京都・神奈川県・千葉県・静岡県

予　選

予　選

円盤投

砲丸投

４×４００ｍR
（岐阜選抜）

４×１００ｍR
（岐阜選抜）

走幅跳

フィールド

２００ｍ

競　　技　　種　　目　　名№

総合

トラック

男　　　　　子 女　　　　　子

１００ｍ

８００ｍ

４００ｍ

５０００ｍ

１５００ｍ



氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

２ 剣　　　 　　 　道 団体 土　本 　陸　生 (華陽F定) 内　河　 日　菜 (清　   凌)

川　瀬 　皆　人 (華陽F定) 片　岡　沙羅咲 (華陽F通)

伊　藤 　駿　気 （東 濃  F） 樋　口　 真　琴 (華陽F定)

土　本 　涼　生 (華陽F定) 江　崎 　佐　椰 (華陽F定)

水　野　 凌　雅 (華陽F定)

田　中　 悠　貴 (華陽F定)

山　本 　浩　史 (清　   凌)

団体 田　中　 優　吾 (清　   凌) 安　江　　さくら (華陽F定)

小　林 　勇　治 (華陽F定) 藤　井 　亜　衣 (華陽F定)

瀧　井　 雄　大 (清　   凌) 稲　垣　 美　優 (阿　　 木)

畑　佐 　和　希 (華陽F定) 伊　藤 　鈴　華 (華陽F定)

幸　野　  　　友 （東 濃  F）

坪　内 　俊　樹 (岐 阜 工)

小野島　昇　平 (岐 阜 工)

個人 水　野　 凌　雅 (華陽F定) ベスト１６ 片　岡　沙羅咲 (華陽F通) ２ 回戦

土　本 　涼　生 (華陽F定) ベスト１６ 樋　口　 真　琴 (華陽F定) 優　勝

土　本 　陸　生 (華陽F定) ２ 回戦 稲　垣　 美　優 (阿　　 木) １ 回戦

川　瀬 　皆　人 (華陽F定) ベスト８ 内　河　 日　菜 (清　   凌) １ 回戦

３ バ レ ー ボ ー ル 団体 藤　垣　 彰　久 青　木　 里　奈

森　　　　友　哉 後　藤　 摩　耶

高　橋　　　　司 佐　藤 　京　香

箕　浦　 悠　太 古　川　 千　夏

潟　　　　疾　風 栗　本　 菜　未

外　山 　紘　樹 後　藤　 知　恵

髙　橋　 和　弘 霜　出　紗友美

松　岡　 拓　道

４ バスケットボール 団体 神　戸　 蒼　司 鷲　見　 優　香

高　岡　　　　駿 原    　　珠　綺

川　合　 杜　和 大  野　優香理

伊　藤　　　　翼 恩　田 　真　弓

清　水　　　　翼 河　野　 楓　果

紺　野　　　　俊 堀　場　公奈弓

武　鹿 　蒼　真 渡　邉　日奈子

田  中　龍之祐 川　瀬　 琳　南

横　井 　英　明 堤　瀬　 里　亜

長　橋 　孝　輔

髙　橋 　ジョジ

５ 卓　　　　　　　球 団体 菅　原　一大志 田　中 　敦　子

髙　橋　 克　季 寺　田　百合花

田　辺　　　　歩 清　水　　　　凜

後　藤　 祐　哉

田　辺　 恵　士

個人 野　中　 裕　太 (飛騨高山通) ３ 回戦 田　中 　敦　子 (城　 　南) ２ 回戦

谷　山　 有　希 (華陽F定) ２ 回戦 松　原　 淑　世 （東 濃  F） １ 回戦

田　辺　 恵　士 (啓　　　晴) ２ 回戦 関　哉　 有　規 (華陽F定) １ 回戦

山　田　 伊　織 (岐 阜 工) １ 回戦 清　水　　　　凜 (城　 　南) 1 回戦

(城　　 南) ２ 回戦

(城 　　南) ２ 回戦

（岐阜選抜B)

（岐阜選抜A)

ベスト８

予  選

２ 回戦

(啓　　　晴) ２ 回戦

№ 競　　技　　種　　目　　名
男　　　　　子 女　　　　　子

(城 　　南)

(清　   凌)
(城　　南) 準優勝

２ 回戦

予  選

準優勝



氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

６ 柔　　　　　　　道 個人 松　野  ﾒﾘﾛｰｽﾞ (岐 阜 工) ２回戦

大　堀　令未依 (ぎふ国際) １回戦

中　井　彩矢佳 (大 垣 工) ２回戦

中　野　 文　菜 (ぎふ国際) ３　位

７ ソ フ ト テ ニ ス 団体 下温湯　睦　士 宮　川　 桃　香

堂ノ脇　琉　晟 山　口　 朱　音

西　澤 　康　介 坂　上　　　　瞳

森　　　　柊　慈 木佐貫　未　歩

春日井   佑　司 牛　田　南々帆

市　川　 大　翔 奥　田 　愛　美

民　田　 幹　人 側　島 　芳　香

丸　山 　翔　矢 三反﨑　奈々香

個人 下温湯　睦　士 宮　川　 桃　香

堂ノ脇　琉　晟 山　口　 朱　音

西　澤 　康　介 坂　上　　　　瞳

森　　　　柊　慈 木佐貫　未　歩

春日井   佑　司 牛　田　南々帆

市　川　 大　翔 奥　田 　愛　美

民　田　 幹　人 側　島 　芳　香

丸　山 　翔　矢 三反﨑　奈々香

８ バ ド ミ ン ト ン 団体 丹　羽 　来　輝 (城　 　南) 西　田　 茉　央 (城　 　南)

市　川 　斗　哉 (城　 　南) 遠　藤　 愛　香 (岐 阜 工)

清　水 　岳　人 (飛騨高山定) 白　石 　祥　子 (岐 阜 工)

坂　下 　利　玖 (飛騨高山定) 白　石　 陽　子 (華陽F定)

宮　部 　滉　大 (清　   凌) 横　山　　　　靜 (城　 　南)

安　田 　浩　二 (大 垣 商) 石　本　乃々華 (城　 　南)

個人 宮　部 　滉　大 (清　   凌) ３ 回戦 西　田　 茉　央 (城　 　南) ２ 回戦

安　田 　浩　二 (大 垣 商) １ 回戦 遠　藤　 愛　香 (岐 阜 工) １ 回戦

９ サ   ッ    カ   ー 団体 西　山 　諒　大

遠　藤　 想　大

谷　川　 慶　次

尾　内　 海　斗

馬見新　わたる

滝　川　　　　凛

呉　岡　 大　地

片　桐　 秀　明

野　原 　拓　斗

松　野　　　　翔

高　味 　勇　太

笠　原　 大　知

高　木 彩　花

大　石　 悠　矢

青  城  ﾘｭｳﾀﾛｳ

２ 回戦

２ 回戦 ２ 回戦

２ 回戦 ３ 回戦

１ 回戦 ３ 回戦

２ 回戦３ 回戦

１ 回戦 ２ 回戦

２回戦 ２回戦

(華陽F定) (東 濃  F)

５２㎏級

６３㎏級

６３㎏超級

６３㎏超級

(東 濃  F)

№ 競　　技　　種　　目　　名
男　　　　　子 女　　　　　子

(東 濃  F)

３位以内－太文字◎　　　ベスト８－太文字

(華陽F定)

(阿　  木)

(阿　  木)

(清  　凌)

(華陽F通)

(東 濃  F)

(華陽F定)

(阿　  木)

(阿　  木)

(東 濃  F)

(東 濃  F)

(清  　凌)

(華陽F通)


