
氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

１ 陸 　上　 競　 技 団体

岐　阜　県 ２９点 第６位 岐　阜　県 ０点

岐　阜　県 １２点 第８位 岐　阜　県 ０点

岐　阜　県 １７点 第４位 岐　阜　県 ０点

個人 木　谷　 優　希 (啓 　　晴) 予　選

栗　田　 康　平 (啓 　　晴) 予　選

上　村　 海　斗 (華陽F・定) 予　選

山　本　 寿　秋 (西濃学園) 予　選

木　谷　 優　希 (啓 　　晴) 第８位

栗　田　 康　平 (啓 　　晴) 予　選

大　庭　 雄　汽 (岐 阜 工) 予　選

糸魚川　永　遠 (阿　　 木) 予　選

竹　澤　 龍　聖 (華陽F・定) 予　選 磯　貝　 晃　菜 (華陽F・定) 予　選

鈴　木 　ヒカル (岐 阜 工) 予　選 白　石　 陽　子 (岐 阜 工) 予　選

田　島　 裕　也 (華陽F・定) 予　選

佐　藤　 弘　洋 (西濃学園) 予　選

小　林　 悠　斗 (西濃学園) 予　選

ｱﾙﾌｫﾝｿﾐｹﾞﾙ (岐 阜 工) 予　選

白　石　 陽　子 (岐 阜 工) 予　選

中　田　 龍　哉 (東 濃  Ｆ) 予　選

ｱﾙﾌｫﾝｿﾐｹﾞﾙ (岐 阜 工) 予　選

星　井　 駿　佑 (関 商 工) ◎第２位

鈴　木 　ヒカル (岐 阜 工) 予　選

栗　田　 康　平 (啓 　　晴)

木　谷　 優　希 (啓 　　晴)

林　　　　蒼　太 (関 商 工)

星　井　 駿　佑 (関 商 工)

大　庭　 雄　汽 (岐 阜 工)

鈴　木 　ヒカル (岐 阜 工)

田　島　 裕　也 (華陽F・定)

竹　澤　 龍　聖 (華陽F・定)

林　　　　蒼　太 (関 商 工) 第５位

藤　井 　 　　龍 (阿　　 木) 予　選

池　戸 　孝　春 (阿　　 木) 予　選

藤　井　 　　龍 (阿　　 木) 予　選 小木曾　葉瑠香 (華陽F・定) 予　選

池　戸 　孝　春 (阿　　 木) 予　選 土　屋　穂乃佳 (阿　　 木) 予　選

伊　藤　 政　國 (阿　　 木) 予　選

伊　藤　 政　國 (阿　　 木) 第８位

矢　野　 琉　輝 (東 濃  Ｆ) 第４位

西　尾　 翔　太 (阿　　 木) 予　選

和　田　　　　仁 (啓 　　晴) ◎第２位 市　川　 実　緒 (阿　　 木) 予　選

市　橋　　　　遼 (華陽F・定) 予　選

志　津　 遥　哉 (阿　　 木) 予　選

　　　　　男　　女　　総　　合　　　　　　　　　　岐　阜　県　　　　　　　２９　　点　　　　　　　　第８位

総合

トラック

フィールド

１００ｍ

２００ｍ

令和元年度全国高等学校定時制通信制体育大会成績一覧

令和元年７月２８日（日）～８月１８日（日）

於　：　東京都・神奈川県・千葉県・静岡県

№ 競　　技　　種　　目　　名
男　　　　　子 女　　　　　子

４００ｍＨ

3000mSC

４×１００ｍR
（岐阜選抜）

第５位

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

３０００ｍ

５０００ｍ

４×４００ｍR
（岐阜選抜）

予　選

走幅跳

三段跳

走高跳

砲丸投



氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

１ 陸 　上　 競　 技 個人 和　田　　　　仁 (啓 　　晴) 予　選 市　川　 実　緒 (阿　　 木) 予　選

志　津　 遥　哉 (阿　　 木) 予　選

鈴　木　 陽　紀 (岐 阜 工) 予　選

２ 剣　　　 　　 　道 団体 三　宅　 伶　依 (阿　　 木) 高　橋　侑芽未 (清　   凌) ◎第３位

岡　田　 涼　雅 (阿　　 木) 稲　垣　 美　優 (阿　　 木)

堀　部　 将　利 （東 濃  F） 高　木　 美　秀 (清　   凌)

坪　内 　俊　樹 (岐 阜 工) 吉　田　 優　希 (華陽F定)

土　屋 　哉　文 (清　   凌)

藤　吉 　信　彦 (清　   凌)

個人 坪　内 　俊　樹 (岐 阜 工) ２ 回戦 高　木　 美　秀 (清　   凌) ２ 回戦

堀　部　 将　利 （東 濃  F） ２ 回戦 高　橋　侑芽未 (清　   凌) ◎第３位

岡　田　 涼　雅 (阿　　 木) ２ 回戦 吉　田　 優　希 (華陽F定) １ 回戦

三　宅　 伶　依 (阿　　 木) ２ 回戦 稲　垣　 美　優 (阿　　 木) １ 回戦

３ バ レ ー ボ ー ル 団体 佐　野 　凌　太 栗　本　 菜　未

川　口 　郁　生 後　藤　 知　恵

林　 　　龍　汰 稲　葉　 円　香

髙　橋 　ジョジ 霜　出　紗友美

川　松　 悠　人 横　山　 叶　望

小　寺　 俊　輔 鷲　見　 春　花

安　田　 恭　大 守　田 　姫　乃

佐　藤　 育　哉 石　原 　里　紗

水　野　 凜　人 佐々木 　未　来

長　尾　 颯　馬 長　澤　 眞　穂

松　本　 敬　吾 牧　野　　　　晶

竹　中　 優　子

４ バスケットボール 団体 伊　藤　　　　翼 渡　邉　日奈子

紺　野　　　　俊 中　西 　伶　美

嶋　田 　陸　斗 秋　山　恵実香

清　水　　　　翼 小　谷　 侑　加

髙　木 　健　太 野　村　 夏　希

長　橋 　孝　輔

横　井 　英　明

上　野 　颯　真

金　子 　啄　大

直　井 　拓　都

劉　  　　佳　楽

岩　田　　　　嶺

片　野　 結　太

新　川　　　　隆

５ 卓　　　　　　　球 団体 野　原　　　　渉 後　藤　 知　恵

市　橋　 成　輝 小　坂　 亜　海

上　村　 海　斗 佐　藤　 末　悠

熊　崎　 結　菜

安　田　 有　香

伊　藤　 楓　佳

個人 板　橋　 篤　信 (ぎふ国際) ４ 回戦 後　藤　 知　恵 (城　 　南) ４ 回戦

野　原　　　　渉 (華陽F定) ３ 回戦 上　杉　　　　空 (ぎふ国際) ２ 回戦

田　辺　 恵　士 (啓　　　晴) １ 回戦 安　田　 有　香 (城　 　南) ２ 回戦

井　上　 達　也 (ぎふ国際) ３ 回戦 小　坂　 亜　海 (城　 　南) 1 回戦

№ 競　　技　　種　　目　　名
男　　　　　子 女　　　　　子

円盤投

（岐阜選抜A)

５位

(城　　南) １ 回戦

(城　　南)

(華陽F定) ２ 回戦

(城 　　南) ２ 回戦

２ 回戦

(華陽F定) ２ 回戦

(城 　　南) １ 回戦

(城　　 南) ２ 回戦



氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

６ 柔　　　　　　　道

７ ソ フ ト テ ニ ス 団体 田　中　パウロ 三　木　 菜　摘
堂ノ脇　琉　晟 大　橋　 和　奈

市　川　 大　翔 奥　田　 愛　未
民　田　 幹　人 川　合　 響　花

鈴　木　 晃　季 浅　井　 優　衣
伊　藤　 添　人 有　里　 萌　美

長　﨑　 習　人
森　　　　海　渡

個人 田　中　パウロ 三　木　 菜　摘
堂ノ脇　琉　晟 大　橋　 和　奈

市　川　 大　翔 奥　田　 愛　未
民　田　 幹　人 川　合　 響　花

鈴　木　 晃　季 浅　井　 優　衣
伊　藤　 添　人 有　里　 萌　美

長　﨑　 習　人 奥　村　 綾　乃
森　　　　海　渡 田　口　 楓　華

８ バ ド ミ ン ト ン 団体 鈴　木 　陽　紀 (岐 阜 工) 白　石　 陽　子 (岐 阜 工)

加　藤　 　　 迅 (城　 　南) 野　㞍　あすか (大 垣 商)

渡　辺　 竜　叶 (ぎふ国際) 村　瀬　 那　々 (華陽F定)

棚　原　真喜志 (清　   凌) 大　平　 茉　奈 (ぎふ国際)

鈴　木　 ヒカル (岐 阜 工) 伊　藤　 佑　衣 (華陽F通)

白　石　　　  悠 (岐 阜 工) 竹　中　 琳　菜 (清　   凌)

河　田　　　  渉 (城　 　南) 持　永　 早　紀 (華陽F定)

後　藤　 大　輝 (清　   凌) 福　本　 有　花 (岐 阜 工)

個人 後　藤　 大　輝 (清　   凌) ２ 回戦 大　平　 茉　奈 (ぎふ国際) ３ 回戦

渡　辺　 竜　叶 (ぎふ国際) ３ 回戦 野　㞍　あすか (大 垣 商) １ 回戦

９ サ   ッ    カ   ー 団体 親　川 エドアルド

田　代　  　　匠

ダシルバ　リュウジ

新  開 レオナルド

ドナシメント　カイオ

渡　辺 　つよし

渡　辺　 誠　司

ドナシメント　ケンジ

ブスタマンテ　ヨシケ

西　島　 エリキ

大　中　 ネット

宮　城　 秀　雄

谷　本  ケベリン

大　岩  カルロス

10 軟　式　野　球 団体 吉　田　 圭　佑

市　川　 大　翔

プ ノ　ア ベ ル

神宮司　 聖　成

和　田　 麗　央

清　水　 睦　矢

松　久　 聖　史

佐々木　 祐　輔

久保田　 講　演

浅　川　 創　太

№ 競　　技　　種　　目　　名
男　　　　　子 女　　　　　子

第５位

(阿　  木) (清  　 凌)

(東 濃  F) (清  　 凌)

(華陽F通)

＊ ＊

(東 濃  F)

２ 回戦

(華陽F定)

(東 濃  F) １ 回戦 (清  　 凌) 1 回戦

(華陽F通) １ 回戦 (東 濃  F) １ 回戦

(東 濃  F) ３ 回戦 (華陽F定) ４ 回戦

(阿　  木) ２ 回戦 (清  　 凌) １ 回戦

３位以内－◎太文字　　　ベスト８－太文字

１ 回戦 ３ 回戦

(加　　茂) １ 回戦

(華陽F定) １ 回戦



(関商工・４年)

(啓　晴・２年)

(東濃 F・２年)

(関商工・１年)

(啓　晴・２年)

(阿　木・１年)

(啓　晴・２年)

(啓　晴・２年)

(関商工・１年)

(関商工・４年)

(清　凌・１年)

(阿　木・３年)

(清　凌・２年)

(華陽 F・１年)

(清　凌・１年)

(阿　 木・１年)

(阿　 木・２年)

(東濃 F・２年)

(岐阜工・４年)

(清　凌・３年)

(清　凌・２年)

(華陽 F・３年)

(華陽 F・１年)

(清　凌・３年)

(清　凌・２年)

(清　凌・３年)

(清　凌・３年)

(東濃 F・２年)

(東濃 F・１年)

令和元年度全国定時制通信制体育大会入賞者一覧

競　技　名 種　別 種　目　名 入賞者・入賞校（チーム） 成績

第 ４ 位

走 幅 跳 林　　 　蒼　太 第 ５ 位

２００ｍ 木　谷 　優　希 第 ８ 位
陸上競技 男　子

４００ｍH 星　井 　駿　佑 第 ２ 位

砲 丸 投 和　田　 　　仁 第 ２ 位

走 高 跳 矢　野　 琉　輝

走 高 跳 伊　藤 　政　國 第 ８ 位

４×１００ＭＲ

栗　田　 康　平

第 ５ 位
木　谷 　優　希

林　　 　蒼　太

星　井 　駿　佑

剣　　道

女　子
団　体

高  橋　侑 芽 未

３   位
稲　垣 　美　優

高　木 　美　秀

吉　田 　優　希

個　人 高  橋　侑 芽 未 ３   位

男　子 団　体

三　宅　 伶　依

５   位
(ベスト８)

岡　田　 涼　雅

堀　部　 将　利

坪　内 　俊　樹

土　屋 　哉　文

藤　吉 　信　彦

奥　村 　綾　乃

田　口 　楓　華

ソフトテニス 女　子 団　体

三　木 　菜　摘

５   位
(ベスト８)

大　橋 　和　奈

奥　田 　愛　未

川　合 　響　花

浅　井 　優　衣

有　里 　萌　美


