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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 白木　謙吉 10.98/+0.0

岐阜ｱｽﾘ-ﾄ・岐阜

藤本　峻介(1) 10.98/+0.0

岐阜経済大・岐阜

水野　秦之介(1) 11.12/-0.3

京都産業大・岐阜

尾関　拓実(3) 11.15/+0.0

県岐阜商高・岐阜

伊藤　大知(1) 11.17/+0.4

岐阜聖徳高・岐阜

江村　翼(1) 11.19/+0.4

岐阜経済大・新潟

鈴木　悠右 11.19/+0.0

中津川陸友・岐阜

松橋　采音斗(1) 11.24/+0.0

岐阜経済大・岐阜

２００ｍ 杉山　陽一(3) 21.73/-0.4

京都産業大・岐阜

大鹿　佑志郎(2) 21.83/-0.4

京都産業大・岐阜

白木　謙吉 22.06/-0.4

岐阜ｱｽﾘ-ﾄ・岐阜

岩永　知樹(1) 22.36/+0.0

岐阜経済大・岐阜

坂田　篤希(3) 22.50/-0.4

岐阜経済大・岐阜

南方　斗喜(1) 22.53/+0.0

岐阜経済大・和歌山

吉本　昇平(1) 22.55/-0.4

岐阜大・岐阜

田中　尭裕(3) 22.81/+0.0

岐阜大・岐阜

４００ｍ 石田　駆(2) 49.80

岐阜聖徳高・岐阜

鈴木　悠右 50.52

中津川陸友・岐阜

廣井　謙吾(1) 50.60

県岐阜商高・岐阜

河口　凌大(3) 51.15

岐阜経済大・高知

河野　将大(1) 52.30

岐阜経済大・岐阜

青木　隆憲(2) 52.42

鴬谷高・岐阜

山本　凌大(1) 52.67

長良高・岐阜

梶原　佑太(2) 52.74

大垣商高・岐阜

８００ｍ 梶原　佑太(2)  2:01.95

大垣商高・岐阜

松宮　悠起(3)  2:02.25

岐阜聖徳大・岐阜

松本　結叶(3)  2:02.95

尾西二中・愛知

森　秋熙(2)  2:04.63

大垣南高・岐阜

青木　隆憲(2)  2:05.23

鴬谷高・岐阜

永井　健一(2)  2:05.76

中津商高・岐阜

加藤　兄野(3)  2:05.78

多治見北陵中・岐阜

佐藤　篤弥(1)  2:07.22

大垣商高・岐阜

走高跳 安田　涼真(2) 大垣商高・岐阜 1m90

松浦　寿樹也(1) 岐阜経済大・富山

大西　龍之介(3) 1m84

岐阜経済大・高知

井上　航輝(2) 1m84

大垣商高・岐阜

杉山　流音(2) 1m81

東濃実高・岐阜

野村　直利 1m81

岐阜教ク東濃・岐阜

東　寛大(3) 1m81

多治見中・岐阜

桑田　祐希(1) 1m78

富田高・岐阜

棒高跳 各務　博紀 4m70

土岐走友・岐阜

望田　康太(3) 4m40

県岐阜商高・岐阜

谷藤　稜(3) 3m70

島中・岐阜

河出　和也(1) 3m40

大垣商高・岐阜

廣瀬　冬真(1) 3m30

大垣南高・岐阜

堀江　功輝 3m20

美濃加茂陸上・岐阜

長江　和馬(2) 3m10

陶都中・岐阜

野々村　健(2) 2m80

岐北中・岐阜

走幅跳 宮崎　豊   6m62/-0.8

各務原ＴＦＣ・岐阜

小木曽　晴都(2)   6m58/+2.4

中津商高・岐阜

波多野　晃大(2)   6m50/+3.4

東濃実高・岐阜

多和田　旭(1)   6m40/+0.8

大垣商高・岐阜

櫻井　昌太(1)   6m25/+1.5

岐阜経済大・岐阜

加藤　冬都(3)   6m24/+1.7

瑞浪南中・岐阜

佐々木　蓮(3)   6m18/+1.4

中津川第二中・岐阜

野村　勇綺(2)   6m16/+1.5

県岐阜商高・岐阜

三段跳 花井　貴弘  13m35/+4.5

土岐走友・岐阜

佐藤　蓮(2)  12m71/+1.6

中津商高・岐阜

富田　大翔(3)  12m68/+4.0

島中・岐阜

海津　大輔  12m30/+3.0

H.A.C・岐阜

日比野　洸太(1)  12m11/+4.1

長良高・岐阜

久野　晟諒(1)  11m97/+6.4

大垣東高・岐阜

安藤　寛峻(1)  11m97/+4.8

大垣北高・岐阜

長谷川　義貴(2)  11m88/+2.9

可児工高・岐阜

砲丸投

(6.000kg)

山田　翔太(2)  11m06

富田高・岐阜

平野　佑弥(2)  10m66

県岐阜商高・岐阜

遠山　諒(1)  10m47

恵那南高・岐阜

清水　岳(1)  10m37

多治見高・岐阜

小寺　悠太(1)  10m25

岐南工高・岐阜

細江　勇汰(1)   9m78

可児工高・岐阜

日置江　竜也(1)   9m34

岐南工高・岐阜

児玉　裕音(2)   8m68

長良高・岐阜

砲丸投

(5.000kg)

髙橋　昂将(2)  11m46

大垣西部中・岐阜

林　竜誠(2)  10m35

笠原中・岐阜

熊﨑　奏斗(2)  10m08

金山中・岐阜

服部　空(2)   8m96

池田中・岐阜

宮崎　隆一(2)   8m31

藍川東中・岐阜

村山　叡磁(2)   8m13

島中・岐阜

高　雷(2)   8m08

藍川東中・岐阜

松井　俊輝(2)   8m05

島中・岐阜

砲丸投

(2.721kg)

吉原　颯人(1)  11m72

日新中・岐阜

北村　心(1)   9m70

大垣西部中・岐阜

横地　大輝(1)   9m53

島中・岐阜

酒井　健志(1)   9m51

駄知中・岐阜

薮野　光(1)   9m45

羽島中・岐阜

林　健太(1)   9m24

精華中・岐阜

松谷　颯真(1)   8m56

各務原中央中・岐阜

瀧澤　空良(1)   7m75

可児中部中・岐阜

やり投

(0.800kg)

中村　光隆  48m64

岐阜陸協・岐阜

樋口　慧哉(2)  44m93

大垣南高・岐阜

岡田　尚大(2)  44m73

長良高・岐阜

廣井　寛大(2)  44m55

各務原西高・岐阜

水谷　昂暉(1)  42m80

大垣商高・岐阜

玉置　楓里(1)  40m83

可児高・岐阜

追分　統一朗(1)  39m79

麗澤瑞浪高・岐阜

水谷　直樹(2)  39m23

美濃加茂高・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 青山　幸輝(2)  41m62

穂積中・岐阜

服部　空(2)  38m58

池田中・岐阜

松尾　秀人(2)  37m89

本巣中・岐阜

松葉　心(2)  37m84

本巣中・岐阜

髙橋　昂将(2)  36m70

大垣西部中・岐阜

河村　昴樹(1)  35m36

高田中・岐阜

江口　敬大(1)  32m09

穂積中・岐阜

髙井　一(2)  28m68

岐大附属中・岐阜

男子

１００ｍ 大塚　晴奈(3) 12.52/+1.3

県岐阜商高・岐阜

舟口　心花(2) 12.67/+1.3

島中・岐阜

地﨑　奏絵(1) 12.73/+1.3

県岐阜商高・岐阜

西村　菜沙(2) 12.74/+1.3

長良高・岐阜

柴田　絹子(1) 12.78/+1.3

多治見北高・岐阜

加藤　志歩(1) 12.86/+2.4

大垣商高・岐阜

後藤　玲奈(2) 12.89/+1.3

長良高・岐阜

髙橋　奈七(1) 12.95/+2.2

長良高・岐阜

２００ｍ 柴田　絹子(1) 25.62/+3.8

多治見北高・岐阜

後藤　玲奈(2) 26.27/+3.8

長良高・岐阜

竹下　果甫(2) 26.56/+3.8

大垣北中・岐阜

伊藤　日菜子(3) 26.57/+3.8

明智中・岐阜

地﨑　奏絵(1) 26.63/+3.8

県岐阜商高・岐阜

髙木　美夕紀(2) 26.65/+3.8

大垣西部中・岐阜

後藤　里奈(1) 26.77/+3.4

大垣東中・岐阜

服部　真帆(2) 26.81/+3.4

島中・岐阜

４００ｍ 井戸ｱﾋﾞｹﾞｲﾙ風果(3) 56.64

NJH美濃加茂西中・岐阜

吉田　佳純(3) 56.78

県岐阜商高・岐阜

三輪　由梨奈(2) 59.31

大垣商高・岐阜

清水　琴響(1)  1:02.40

長良高・岐阜

坂上　綾菜(3)  1:02.43

大垣西部中・岐阜

佐藤　藍子(2)  1:02.53

多治見北高・岐阜

野村　未桜(2)  1:06.83

長良高・岐阜

太田　有香(1)  1:07.47

長良高・岐阜

８００ｍ 神出　汐里(2)  2:25.99

可児高・岐阜

生田　碧(2)  2:26.88

荘川中・岐阜

汲田　世梨(2)  2:28.16

岐阜中央中・岐阜

藤井　優羽(2)  2:29.34

大垣西部中・岐阜

永墓　ゆめ果(1)  2:30.29

大垣商高・岐阜

服部　芽生(2)  2:31.62

高富中・岐阜

石原　愛莉  2:32.46

関体協・岐阜

加藤　愛梨(2)  2:32.78

境川中・岐阜

走高跳 清水　琴響(1) 1m45

長良高・岐阜

尾関　奈美(2) 1m45

中津商高・岐阜

吉田　理那(2) 小金田中・岐阜 1m40

梅田　実央梨(2) 県岐阜商高・岐阜

杉山　怜音(2) 1m40

金山中・岐阜

池尾　那々(2) 1m40

中山中・岐阜

井上　莉那(2) 1m35

大垣西部中・岐阜

箕浦　あい(2) 1m35

藍川中・岐阜

棒高跳 杉山　世梨奈(1) 3m50

岐阜経済大・岐阜

小林　美月(2) 3m40

県岐阜商高・岐阜

八木　奏衣(3) 3m30

県岐阜商高・岐阜

山田　青空(1) 3m20

県岐阜商高・岐阜

安藤　優美子(3) 2m90

多治見高・岐阜

髙橋　杏美(2) 2m80

岐阜総合高・岐阜

大西　純花(3) 2m70

県岐阜商高・岐阜

稲垣　知奈(2) 2m70

岐阜総合高・岐阜

走幅跳 小林　もえか(1)   5m30/-0.8

中津商高・岐阜

森　彩乃(2)   5m09/-1.3

小金田中・岐阜

菅原　あい(1)   4m95/-0.7

各務原西高・岐阜

髙木　美夕紀(2)   4m94/-2.2

大垣西部中・岐阜

服部　奈々美(2)   4m84/-1.9

長良高・岐阜

小川　清愛(1)   4m81/+0.4

坂下高・岐阜

藤井　美智子   4m81/-0.4

岐阜陸協・岐阜

高瀬　唯奈(2)   4m74/-1.3

県岐阜商高・岐阜

三段跳 高橋　みく(1)  10m78/+3.8

長良高・岐阜

鹿野　日陽南(2)  10m52/+2.0

穂積中・岐阜

服部　奈々美(2)  10m38/+2.4

長良高・岐阜

堀　優希(2)  10m22/+2.4

長良高・岐阜

棚橋　実加(2)  10m07/+1.3

加納高・岐阜

今村　涼乃(1)   9m98/+3.3

岐阜農林高・岐阜

野原　久湖(2)   9m94/+1.5

大垣東高・岐阜

杉山　桃菜(2)   9m85/+2.6

大垣商高・岐阜

砲丸投

(4.000kg)

大橋　愛実(2)   9m49

大垣商高・岐阜

佐藤　悠莉(2)   7m98

可児高・岐阜

小坂　菜々美(2)   7m75

大垣商高・岐阜

伊藤　ひまり(1)   7m23

岐阜農林高・岐阜

西部　友稀(2)   7m09

羽島北高・岐阜

渡邊　裕貴(1)   6m98

羽島北高・岐阜

宇佐見　真加(1)   6m60

聖マリア高・岐阜

本田　響子(2)   5m77

長良高・岐阜

砲丸投

(2.721kg)

土田　彩加(2)  10m89

坂本中・岐阜

大矢　留美奈(2)   9m82

西陵中・岐阜

平田　架渚(2)   9m08

土岐津中・岐阜

立木　杏衣理(1)   9m04

大垣西部中・岐阜

鷲見　向日里(2)   8m92

藍川東中・岐阜

栗田　紗希(2)   8m60

岐阜中央中・岐阜

本田　結子(2)   8m02

可児中部中・岐阜

森　琴菜(2)   7m95

藍川中・岐阜

やり投

(0.600kg)

安田　汀(2)  36m21

岐阜経済大・岐阜

大橋　愛実(2)  36m02

大垣商高・岐阜

本田　響子(2)  34m25

長良高・岐阜

堀　優希(2)  32m71

長良高・岐阜

佐合　優璃子(1)  31m82

美濃加茂高・岐阜

杉本　華子(2)  26m85

中津商高・岐阜

目黒　花歩(2)  26m66

鴬谷高・岐阜

伊藤　ひまり(1)  25m60

岐阜農林高・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 藤浪　裕子(1)  31m08

小泉中・岐阜

五反田　佳奈(2)  29m09

池田中・岐阜

近藤　朱莉(2)  28m57

穂積中・岐阜

齋木　麻耶(2)  26m50

駄知中・岐阜

旭　夏菜理(1)  25m60

八幡西中・岐阜

河村　桃花(2)  23m35

本巣中・岐阜

土屋　那奈(2)  23m05

巣南中・岐阜

豊島　明香里(2)  21m29

羽島中・岐阜

女子

凡例（NJH:日本中学最高記録）
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種別 種目名 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
５０ｍ 旭　秀太(3)  8.11/+1.3

相生陸上・岐阜

近藤　駈(3)  8.21/+1.3

七郷小・岐阜

南谷　颯良(2)  8.23/+0.9

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

福田　大翔(3)  8.28/+1.3

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

水谷　優太(2)  8.57/+0.9

南濃ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

桑原　紳(3)  8.70/-0.4

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

荒深　駿斗(3)  8.77/-0.3

たかとみ・岐阜

加藤　寛悠(2)  8.77/+0.9

ちびおりべ・岐阜

男子小学
123年

１００ｍ 片岡　英俊(6) 12.49/+1.8

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

亀山　祥吾(6) 12.95/+1.8

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

小田　唯斗(6) 13.04/+1.8

土岐おりべ・岐阜

齋藤　博耶(6) 13.65/+1.8

土岐おりべ・岐阜

横山　晃玖(6) 13.86/+4.2

モアA.C.・岐阜

水野　陽翔(6) 14.08/+1.8

土岐おりべ・岐阜

大橋　聖哉(4) 14.09/+2.4

養老陸上・岐阜

戸川　颯太(6) 14.22/+0.2

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

走高跳 三宅　海聞(5) 1m05

土岐おりべ・岐阜

走幅跳 齋藤　博耶(6)   4m13/ 0.0

土岐おりべ・岐阜

柳原　一心(6)   4m08/ 0.0

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

小田　唯斗(6)   3m72/ 0.0

土岐おりべ・岐阜

古田  太心(6)   3m72/ 0.0

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

井口　直也(6)   3m67/ 0.0

土岐おりべ・岐阜

酒井　悠斗(5)   3m65/ 0.0

養老陸上・岐阜

福田  航大(6)   3m63/ 0.0

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

松本　吏功(6)   3m63/ 0.0

土岐おりべ・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 水野　歩(6)  45m47

陶陸上・岐阜

長澤　吾純(6)  40m28

養老陸上・岐阜

長澤　東吾(6)  39m74

養老陸上・岐阜

水野　裕斗(6)  34m66

各務原陸上・岐阜

松永　波琉(6)  34m24

養老陸上・岐阜

酒井　愛基(6)  32m78

土岐おりべ・岐阜

井藤　潤(4)  31m86

相生陸上・岐阜

川地　拓真(6)  31m08

養老陸上・岐阜

男子小学
456年

５０ｍ 山本　菜月(3)  8.42/+0.7

池田陸上・岐阜

兼松　織恵(3)  8.63/+0.3

島陸上・岐阜

柳原　由奈(3)  8.64/+0.7

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

大東　由依(3)  8.65/+0.1

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

中井　蒼菜(2)  8.69/+0.2

たかとみ・岐阜

喜多村　蕗那(2)  8.72/+0.2

垂井バレー・岐阜

中澤　亜美(2)  8.77/+0.2

垂井バレー・岐阜

黒井　妃奈乃(3)  8.78/-0.6

各務原陸上・岐阜

女子小学
123年

１００ｍ 秋月　涼子(5) 14.01/+3.3

たかとみ・岐阜

山脇　香蘭(6) 14.12/+1.9

たかとみ・岐阜

カリム　直美(6) 14.13/+2.6

池田陸上・岐阜

内田　怜那(5) 14.38/+3.3

モアA.C.・岐阜

岡田　麻鈴(6) 14.42/+1.9

たかとみ・岐阜

井戸ｼﾞｪｼｶ果林(6) 14.66/+2.0

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

廣瀬　小愛(6) 14.82/+1.9

島陸上・岐阜

恩田　智加(6) 14.96/+2.6

たかとみ・岐阜

走高跳 松田　紗奈(6) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜 1m20

井戸ｼﾞｪｼｶ果林(6) 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

河尻　優來(6) 1m15

金山陸上・岐阜

加藤　月乃(6) 金山陸上・岐阜 1m10

加藤　百菜(5) 土岐おりべ・岐阜

飯野　凪沙(5) 各務原陸上・岐阜

林　優衣(5) 1m10

各務原陸上・岐阜

宮崎　那菜(5) 土岐おりべ・岐阜1m05

中村　有沙(5) 土岐おりべ・岐阜

奥田　真白(4) 各務原陸上・岐阜

走幅跳 近澤　野之華(6)   3m90/ 0.0

養老陸上・岐阜

秋月　涼子(5)   3m90/ 0.0

たかとみ・岐阜

磯谷　和(5)   3m88/ 0.0

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

松田　怜奈(6)   3m77/ 0.0

金山陸上・岐阜

林　優衣(5)   3m70/ 0.0

各務原陸上・岐阜

見﨑　美夢(6)   3m66/ 0.0

各務原陸上・岐阜

河田　夏奈(6)   3m64/ 0.0

中池ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

森　絢音(5)   3m61/ 0.0

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ 櫻井　希美(5)  42m78

相生陸上・岐阜

河田　夏奈(6)  38m23

中池ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

谷重　あさひ(6)  34m99

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

松田　紗奈(6)  33m73

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

山本　椋子(5)  32m53

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

山本　琉凪(5)  30m30

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

加藤　有咲(6)  29m43

土岐おりべ・岐阜

来山　遥香(6)  28m86

土岐おりべ・岐阜

女子小学
456年


