
氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

１ 陸 　上　 競　 技 団体

岐　阜　県 １４点 第１２位 岐　阜　県 ０点 ―

岐　阜　県 ７点 第１２位 岐　阜　県 ０点 ―

岐　阜　県 ７点 第８位 岐　阜　県 ０点 ―

個人 前　川　丈太郎 (啓 　　晴) 準決：落選

提　　　　　　勝 (大 垣 商) 予選：落選

提　　　　　　守 (大 垣 商) 予選：落選

提　　　　　　勝 (大 垣 商) 準決：落選

OKAVALEONARDKEN (岐 阜 工) 棄　　権

タムラ　カエタノ (啓 　　晴) ◎第２位

タムラ　カエタノ (啓 　　晴) 準決：失格 福　本　 有　花 (岐 阜 工) 棄　　権

大　塩　 悠　斗 (阿　　 木) 予選：落選

大　庭　 雄　汽 (岐 阜 工) 予選：落選

竹　澤　 龍　聖 (華陽F・定) 準決：落選 福　本　 有　花 (岐 阜 工) 予選：落選

窄　中　 海　人 (岐 阜 工) 棄　　権

坂　井　 一　茶 (西濃学園) 予選：落選

清　水　　　  陸 (啓 　　晴) 棄　　権

望　月　 大　夢 (華陽F・定) 予選：落選

中　川　 隼　佑 （東 濃  F） 予選：落選

吉　田　夢李菜 (大 垣 商) 第１６位

中　川　 隼　佑 （東 濃  F） 棄　　権

高　橋　 哲　也 (岐 阜 工) 棄　　権

前　川　丈太郎 (啓 　　晴)

提　　　　　　勝 (大 垣 商)

提　　　　　　守 (大 垣 商)

OKAVALEONARDKEN (岐 阜 工)

タムラ　カエタノ (啓 　　晴)

大　庭　 雄　汽 (岐 阜 工)

タムラ　カエタノ (啓 　　晴)

大　塩　 悠　斗 (阿　　 木)

大　庭　 雄　汽 (岐 阜 工)

竹　澤　 龍　聖 (華陽F・定)

窄　中　 海　人 (岐 阜 工)

坂　井　 一　茶 (西濃学園)

伊　藤　 政　國 (阿　　 木) 棄　　権

川　上　 玄　徳 (阿　　 木) 棄　　権

OKAVALEONARDKEN (岐 阜 工) 棄　　権

伊　藤　 政　國 (阿　　 木) 第６位

村　岡　　　  翔 (阿　　 木) 第１０位

川　上　 玄　徳 (阿　　 木) 第１５位

伴　野　 匡　哉 (岐 阜 工) 棄　　権

市　橋　　　　遼 (華陽F・定) 予選：落選

志　津　 遥　哉 (阿　　 木) 棄　　権
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於　：　東京都・神奈川県・千葉県・静岡県

棄　　権

棄　　権４×４００ｍR　（岐阜選抜）

４×１００ｍR　（岐阜選抜）

フィールド

　　　　　男　　女　　総　　合　　　　　　　　　　岐　阜　県　　　　　　　１４　　点　　　　　　　　第１９位

２００ｍ

１５００ｍ

競　　技　　種　　目　　名

５０００ｍ

№

総合

トラック

男　　　　　子

砲丸投

３０００ｍ

走幅跳

走高跳

女　　　　　子

１００ｍ

８００ｍ

４００ｍ



氏　　　　名 学校名 成　　績 氏　　　　名 学校名 成　　績

令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会成績一覧

令和３年７月３０日（木）～９月１９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

１ 陸 　上　 競　 技 個人 志　津　 遥　哉 (阿　　 木) 第５位

伴　野　 匡　哉 (岐 阜 工) 決勝：記録なし

馬　渕　 裕　斗 (岐 阜 工) 予選：落選

２ 剣　　　 　　 　道 団体 神　保　　　　光 (清　   凌) 河　田　 美　柚 (華陽F定)

西　内　 竜　基 (華陽F定) 市　岡　 咲　来 (華陽F定)

三　浦　 准　也 (清　   凌)

箕　浦　 宏　考 (清　   凌)

清　水　 洸　希 （東 濃  F）

黒　木　 大　晟 (清　   凌)

三　宅　 伶　依 (阿　　 木)

伊　藤　　　　稜 (岐 阜 工)

小　林　 圭　司 （東 濃  F）

村　瀬　 飛　翼 (華陽F定)

張 　　　 　　 超 (華陽F定)

春日井　崇　史 (阿　　 木)

佐　藤　 歩　希 (華陽F定)

個人 清　水　 洸　希 （東 濃  F） ４ 回戦敗退 高　橋　 侑芽未 (清　   凌) 不参加

三　浦　 准　也 (清　   凌) １ 回戦敗退 河　田　 美　柚 (華陽F定) 第５位

箕　浦　 宏　考 (清　   凌) ２ 回戦敗退 市　岡　 咲　来 (華陽F定) ３ 回戦敗退

神　保　　　　光 (清　   凌) １ 回戦敗退

３ バ レ ー ボ ー ル 団体 松　本　 敬　吾 澤　内　優梨愛

小　寺　 俊　輔 中　野　 こはる

佐　藤　 育　哉 井　上　　　　祭

水　野　 凜　人 横　山　 叶　望

鷲　見　　　  翼 河　口　祐美佳

松　浦　 稜　人 鳥　居　 千　愛

多　田　 遙　音

山　口　 竜　輝

山　田　 琉　聖

土　屋　 蛍　翔

４ バスケットボール 団体 岩　田　　    嶺 竹　熊　 美　月

加　藤　 稔　生 小　杉　　　  遙

新　川　　　  隆 加　藤　　　  碧

上　野　 煌　稀 三　島　 夕　音

栗　本　 隼　人 金　武　 万　結

墨  　　　康　多 井　澤　那央美

野　口　 雅　生 梅　津　 杏　香

青　山　 柊　次 折　戸　 彩　乃

石　田　 剣　士

松　下　ひかる

５ 卓　　　　　　　球 団体 櫻　井　　  　智 安　田　 有　香

坂　本　 魁　羅 城　内　 空　歩

奥　田　 健　斗 福　田　 睦　美

加　藤　 智　行 森　　　　咲　來

木　谷　 柊　弥

中　嶋　 健　心

和　田　 進　孝

(城　　南)

第５位

１ 回戦敗退

◎優　勝

円盤投

（岐阜選抜A)

（岐阜選抜B)

(城 　　南)

(東 濃  F) ２ 回戦敗退

(城 　　南) １ 回戦敗退

(城　　南)

◎第３位

◎第２位

予選敗退

(清　   凌) １ 回戦敗退
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競　　技　　種　　目　　名№
男　　　　　子 女　　　　　子

５ 卓　　　　　　　球 個人 木　谷　 柊　弥 (東 濃  F) ２回戦敗退 杉　本　優梨杏 (飛騨高山通) ３回戦敗退

細　江　 学　竪 (啓 　　晴) ３回戦敗退 太　田　 実　来 (ぎふ国際) ３回戦敗退

中　嶋　 健　心 (東 濃  F) １回戦敗退 安　田　 有　香 (城　 　南) ２回戦敗退

関　谷　 悠　友 (岐 阜 工) １回戦敗退 城　内　 空　歩 (城　 　南) ２回戦敗退

６ 柔　　　　　　　道 個人 伊　藤　 懸　太 (東 濃  F) 大会中止

坂　本　 魁　羅 (東 濃  F) 大会中止

７ ソ フ ト テ ニ ス 団体 細　野　龍之介 森　下　 紅　音
安　田　昇太郎 永　井　　　　綾

渡　部　 海　隼 臼　井　みなみ
水　野　 恵　太 辻　　　紗理奈

藤　井　 明　恭
倉　坪　　　　翼

中　野　 秋　人
中　川　 隼　佑

個人 細　野　龍之介 森　下　 紅　音
安　田　昇太郎 永　井　　　　綾

渡　部　 海　隼 臼　井　みなみ
水　野　 恵　太 辻　　　紗理奈

藤　井　 明　恭
倉　坪　　　　翼

中　野　 秋　人
中　川　 隼　佑

８ バ ド ミ ン ト ン 団体 田　中　亮太郎 (飛騨高山定) 福　本　 有　花 (岐 阜 工)

白　石　　　　悠 (岐 阜 工) 中　野　 天　音 (大 垣 商)

櫻　本　 大　悟 (飛騨高山通) ア マ ド　  ミ カ (華陽F定)

奥　野　誠士郎 (飛騨高山通) バディレス グライデル (ぎふ国際)

青　山　 真　希 (岐 阜 工) 田　淵　 琴　音 (華陽F通)

山　田　 祥　稀 (岐 阜 工) 内　尾　 綺　姫 (清　   凌)

高　橋　 哲　也 (岐 阜 工) 長　崎　 由　奈 (華陽F定)

河　合　　　　竜 (岐 阜 工) 村　瀬　 那　々 (岐 阜 工)

個人 高　橋　 哲　也 (岐 阜 工) ２回戦敗退 長　崎　 由　奈 (城　 　南) ２回戦敗退

河　合　　　　竜 (岐 阜 工) １回戦敗退 村　瀬　 那　々 (華陽F定) ２回戦敗退

９ サ   ッ    カ   ー 団体 長　岡　 ケンジ

親川 エドアルド

大　淺　 蒼　也

橋　本　　カイキ

真　田　  一　郎

渡　辺　　つよし

ドナシメント カイオ

田　中　 健　二

川　崎　　ヨシケ

ドナシメント ケンジ

谷　本　ケベリン

２回戦敗退

不参加

(清  　 凌)

不参加

◎第３位

不参加

第５位

棄　　権

不参加

90㎏級

(阿　  木)

(東 濃  F)

(清  　 凌)

３回戦敗退

１ 回戦敗退

３回戦敗退

(加　　茂)

(阿　  木)

(阿　  木)

(阿　  木)

(東 濃  F)

３回戦敗退

65㎏級

(清  　 凌) ３回戦敗退(阿　  木)

(阿　  木)(清  　 凌)


