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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 九鬼　巧 10.53/-1.3

ＮＴＮ・三重

藤本　峻介(2) 10.78/-1.3

岐阜経済大・岐阜

所　京佑 10.85/-1.3

岐阜ｱｽﾘ-ﾄ・岐阜

大石　貴士 11.04/-1.3

岐阜ｱｽﾘ-ﾄ・岐阜

河村　真毅(2) 11.13/-2.0

大垣商高・岐阜

太田　拳聖(4) 11.14/-1.0

岐阜経済大・岐阜

廣井　謙吾(2) 11.19/-1.3

県岐阜商高・岐阜

坂田　篤希(4) 11.20/-1.0

岐阜経済大・岐阜

走高跳 赤松　諒一(4) 2m10

岐阜大・岐阜

中井　翔輝(3) 1m85

飛騨高山高・岐阜

阪上　将也(3) 1m80

市岐阜商高・岐阜

大西　龍之介(4) 岐阜経済大・高知 1m75

田中　貴也(2) 飛騨高山高・岐阜

清水　綜太 H.A.C・岐阜 1m70

安田　涼真(3) 大垣商高・岐阜

早川　峻太(3) 1m70

岐阜工高・岐阜

棒高跳 勝野　泰治(3) 3m90

大垣工高・岐阜

九野　隼(3) 3m50

美濃加茂高・岐阜

星野　克仁(3) 3m50

県岐阜商高・岐阜

河出　和也(2) 3m30

大垣商高・岐阜

廣瀬　冬真(2) 3m20

大垣南高・岐阜

野々村　健(3) 2m90

岐北中・岐阜

島塚　亮(2) 2m30

岐北中・岐阜

服部　右夢(2) 2m00

笠松中・岐阜

走幅跳 佐脇　匠   6m94/+1.2

SELECT・岐阜

宇治　和希(4)   6m84/-0.2

岐阜経済大・香川

井町　侑久(3)   6m30/+1.2

大垣商高・岐阜

榧森　悠介(3)   6m22/+1.1

斐太高・岐阜

神谷　将宏   6m22/+1.9

H.A.C・岐阜

安藤　寛峻(2)   6m04/+0.2

大垣北高・岐阜

郷　太壱(2)   5m97/+1.0

大垣工高・岐阜

江崎　翔(2)   5m95/-1.1

岐南工高・岐阜

三段跳 佐脇　匠  15m06/+0.2

SELECT・岐阜

桑原　徹(3)  12m84/+0.1

大垣工高・岐阜

井上　航輝(3)  12m69/-0.9

大垣商高・岐阜

諏訪　玄樹(3)  12m62/+0.9

斐太高・岐阜

江崎　翔(2)  12m50/+1.5

岐南工高・岐阜

溝口　遥大(3)  12m40/+0.3

吉城高・岐阜

千住　駿斗(2)  12m30/-0.3

岐南工高・岐阜

松田　楊旺  12m25/+0.4

H.A.C・岐阜

砲丸投

(7.260kg)

伊禮　悠平(5)  10m61

岐阜高専・岐阜

戸崎　太星(5)   9m31

岐阜高専・岐阜

砲丸投

(6.000kg)

遠山　諒(2)  12m27

恵那南高・岐阜

林　夏哉(1)  12m22

美濃加茂高・岐阜

清水　岳(2)  12m19

多治見高・岐阜

中村　優真(3)  11m93

美濃加茂高・岐阜

大埜間　光(3)  11m73

斐太高・岐阜

松葉　春汰(3)  11m47

吉城高・岐阜

小瀬　文詩(3)  11m39

斐太高・岐阜

若山　裕太朗(3)  10m54

飛騨高山高・岐阜

砲丸投

(5.000kg)

山下　航生(2)  17m56

GHB市岐阜商高・岐阜

稻福　颯(2)  16m75

市岐阜商高・岐阜

熊崎　奏斗(3)  10m48

金山中・岐阜

細江　悠仁(3)   9m78

金山中・岐阜

薮野　光(2)   7m62

羽島中・岐阜

林　健太(2)   7m47

精華中・岐阜

井上　源禄(2)   6m68

鵜沼中・岐阜

渡邊　陽朋(2)   5m76

鵜沼中・岐阜

円盤投

(2.000kg)

戸崎　太星(5)  32m32

岐阜高専・岐阜

太田　智基(3)  24m67

岐阜大・岐阜

円盤投

(1.750kg)

山下　航生(2)  45m72

市岐阜商高・岐阜

稻福　颯(2)  39m50

市岐阜商高・岐阜

鷲見　泰弘(3)  38m39

市岐阜商高・岐阜

田中　稔(3)  33m83

岐南工高・岐阜

小瀬　文詩(3)  31m66

斐太高・岐阜

大脇　健斗(2)  29m51

中津川工高・岐阜

江﨑　信幸(3)  29m19

岐阜高専・岐阜

青木　大成(2)  29m07

飛騨高山高・岐阜

円盤投

(1.500kg)

髙橋　昂将(3)  31m26

大垣西部中・岐阜

熊崎　奏斗(3)  26m85

金山中・岐阜

長尾　諒(3)  17m75

加納中・岐阜

坂井　日向(2)   9m78

鵜沼中・岐阜

ハンマー投

(7.260kg)

川上　翔平(3)  46m71

岐阜経済大・岐阜

大谷　法輝(2)  46m40

岐阜経済大・岐阜

上田　桂太(4)  44m99

岐阜経済大・高知

ハンマー投

(6.000kg)

戸髙　天裕(3)  47m50

岐南工高・岐阜

小寺　悠太(2)  41m28

岐南工高・岐阜

稻福　颯(2)  39m43

市岐阜商高・岐阜

奥田　晃基(2)  34m42

大垣商高・岐阜

若園　祐輔(3)  32m47

大垣工高・岐阜

大江　幹時(2)  17m09

岐阜工高・岐阜

やり投

(0.800kg)

梅本　峻(2)  47m47

岐阜聾高・岐阜

玉置　楓里(2)  46m41

可児高・岐阜

青木　大成(2)  45m75

飛騨高山高・岐阜

寺口　玄記(3)  44m29

関高・岐阜

古田　彪馬(2)  43m16

中津川工高・岐阜

樋口　慧哉(3)  42m65

大垣南高・岐阜

若山　裕太朗(3)  42m16

飛騨高山高・岐阜

東洞　優樹(2)  41m96

岐阜工高・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 細江　悠仁(3)  51m33

金山中・岐阜

林　健太(2)  32m39

精華中・岐阜

古田　晴大(3)  31m38

美濃加茂東中・岐阜

瀬戸　颯己(3)  30m97

鵜沼中・岐阜

渡邊　陽朋(2)  27m81

鵜沼中・岐阜

所　明日輝(2)  20m60

鵜沼中・岐阜

男子

１００ｍ 名倉　千晃 12.12/+0.2

ＮＴＮ・三重

磯谷　友里(3) 12.72/+0.2

聖マリア高・岐阜

西村　菜沙(3) 12.88/+0.2

長良高・岐阜

二階堂　亜海(2) 12.92/+0.2

美濃加茂高・岐阜

地﨑　奏絵(2) 13.00/+0.2

岐阜商高・岐阜

加藤　志歩(2) 13.15/-0.3

大垣商高・岐阜

佐藤　朋子(3) 13.17/-1.2

岐阜経済大・岐阜

三輪　由梨奈(3) 13.21/+0.2

大垣商高・岐阜

走高跳 大坪　実央(3) 1m50

県岐阜商高・岐阜

尾関　奈美(3) 1m45

中津商高・岐阜

大鹿　日菜子(3) 1m40

岐阜農林高・岐阜

原　菜理咲(2) 1m40

美濃加茂高・岐阜

吉田　理那(3) 小金田中・岐阜 1m40

平井　京花(2) 岐阜農林高・岐阜

中山　莉緒(3) 1m35

精華中・岐阜

小川　りょう奈(2) 1m35

長良高・岐阜

棒高跳 小林　美月(3) 3m30

県岐阜商高・岐阜

山田　青空(2) 3m20

県岐阜商高・岐阜

足立　美菜(3) 2m80

恵那南高・岐阜

林　佑香(2) 2m80

岐阜総合高・岐阜

山口　愛加(2) 2m70

県岐阜商高・岐阜

白井　美帆(3) 2m70

岐阜総合高・岐阜

纐纈　萌々華(3) 2m70

美濃加茂高・岐阜

改田　彩華(3) 2m60

恵那南高・岐阜

走幅跳 水野　舞音(2)   5m46/+1.2

岐阜経済大・静岡

加藤　舞(2)   5m18/+1.6

県岐阜商高・岐阜

海津　舞子   5m13/+2.6

/*1H.A.C・岐阜

田宮　百華(3)   5m13/+1.6

本巣松陽高・岐阜

直井　陽奈(3) 斐太高・岐阜   5m09/+1.3

小林　もえか(2) 中津商高・岐阜   5m09/+1.6

川守　量子(3)   5m02/+2.5

美濃加茂高・岐阜

高橋　みく(2)   4m97/+2.7

長良高・岐阜

三段跳 平良　さき(2)  11m13/+2.3

/*3岐阜経済大・沖縄

田宮　百華(3)  10m88/+0.5

本巣松陽高・岐阜

山下　遼華(3)  10m48/+0.8

岐山高・岐阜

宇野　姫加(3)   9m89/+1.6

恵那南高・岐阜

棚橋　実加(3)   9m81/+1.0

加納高・岐阜

杉山　桃菜(3)   9m79/+0.8

大垣商高・岐阜

今村　涼乃(2)   9m69/+1.3

岐阜農林高・岐阜

大橋　奈紘(2)   9m50/-0.2

大垣南高・岐阜

砲丸投

(4.000kg)

林　芹圭(3)  10m91

市岐阜商高・岐阜

笠井　柚花(2)   9m98

斐太高・岐阜

中村　玲(3)   9m73

済美高・岐阜

齋藤　舞(2)   9m32

済美高・岐阜

近藤　舞由子(3)   9m07

本巣松陽高・岐阜

元島　彩稀(3)   8m25

羽島北高・岐阜

西部　友稀(3)   8m03

羽島北高・岐阜

佐藤　悠莉(3)   8m03

可児高・岐阜

砲丸投

(2.721kg)

栗田　紗希(3)   9m14

岐阜中央中・岐阜

丹羽　彩水(2)   8m10

藍川中・岐阜

豊島　明香里(3)   8m03

羽島中・岐阜

吉村　風薫(3)   7m57

鵜沼中・岐阜

宇野　天音(3)   7m55

鵜沼中・岐阜

井上　詩織(2)   7m46

岐北中・岐阜

左髙　仁菜(2)   7m32

鵜沼中・岐阜

筒井　日陽(2)   7m27

藍川中・岐阜

円盤投

(1.000kg)

臼井　未涼(2)  30m24

済美高・岐阜

棚橋　麻帆(3)  26m40

済美高・岐阜

吉田　舞(2)  25m72

市岐阜商高・岐阜

大橋　愛実(3)  23m76

大垣商高・岐阜

伊藤　ひまり(2)  23m66

岐阜農林高・岐阜

小坂　菜々美(3)  23m06

大垣商高・岐阜

笠井　柚花(2)  22m65

斐太高・岐阜

近藤　舞由子(3)  21m97

本巣松陽高・岐阜

ハンマー投

(4.000kg)

村木　亜衣(3)  31m11

岐阜総合高・岐阜

清水　香伽(3)  27m80

岐阜総合高・岐阜

岩根　和奏(2)  26m61

岐阜総合高・岐阜

淺田　沙希(3)  25m49

岐阜総合高・岐阜

渡邉　花菜(2)  22m61

岐阜総合高・岐阜

末広　千絵(2)  21m92

大垣養老高・岐阜

やり投

(0.600kg)

安田　汀(3)  40m74

岐阜経済大・岐阜

高瀬　唯奈(3)  40m42

県岐阜商高・岐阜

大橋　愛実(3)  37m90

大垣商高・岐阜

吉田　舞(2)  36m57

市岐阜商高・岐阜

高橋　怜奈(3)  33m27

岐阜城北高・岐阜

本田　響子(3)  33m22

長良高・岐阜

佐合　優璃子(2)  31m79

美濃加茂高・岐阜

目黒　花歩(3)  30m79

鴬谷高・岐阜

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 藤浪　裕子(2)  32m15

小泉中・岐阜

中村　朋美(2)  29m78

糸貫中・岐阜

大前　歩可(2)  28m16

金山中・岐阜

豊島　明香里(3)  27m13

羽島中・岐阜

齋木　麻耶(3)  22m23

駄知中・岐阜

藤田　結羽(3)  13m95

精華中・岐阜

石川　梨里香(3)  11m22

精華中・岐阜

女子

５０ｍ 戸川　竣友(2)  8.83/-0.9

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

伊野　亜冴人(3)  9.10/-0.9

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

尾関　慶(2)  9.39/-0.9

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

三輪　琉真(2)  9.69/-1.2

中池ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

田島　寛汰(3)  9.71/-1.2

モアA.C.・岐阜

吉村　優翔(2)  9.78/-0.9

モアA.C.・岐阜

山田　佳佑(2) 10.15/-0.9

中池ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

松田　将明(2) 10.44/-1.2

中池ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

１００ｍ 大橋　聖哉(5) 14.49/-2.8

養老陸上・岐阜

西山　歩(6) 14.55/+0.3

たかとみ・岐阜

森　聖磨(6) 14.59/+1.7

大垣市陸上・岐阜

林　裕太(6) 14.65/-0.5

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

河西　正寛(6) 15.05/-0.5

たかとみ・岐阜

池口　煌矢(6) 15.11/+0.3

大垣市陸上・岐阜

石川　潮早(5) 15.12/+0.3

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

山田　健翔(5) 15.13/+1.7

大垣市陸上・岐阜

男子
小学

５０ｍ 松村　藍(3)  9.08/-3.9

精華ｽﾎﾟｰﾂ・岐阜

山田　楓恋(3)  9.73/-3.9

モアA.C.・岐阜

赤嶺　ひなた(2) 10.10/-3.9

モアA.C.・岐阜

中丸　心寧(3) 10.43/-3.9

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

林　花穏(2) 10.76/-3.9

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

１００ｍ 秋月　涼子(6) 14.30/-1.2

たかとみ・岐阜

吉村　有美香(6) 14.73/+0.1

大垣市陸上・岐阜

田中　榛那(6) 14.75/+0.1

大垣市陸上・岐阜

西脇　莉里(6) 14.99/+0.1

大垣市陸上・岐阜

松本　佳奈実(6) 15.12/+0.1

大垣市陸上・岐阜

稲熊　伶圭(6) 15.15/+0.1

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱ・岐阜

近澤　里奈(6) 15.19/+0.1

大垣市陸上・岐阜

赤坂　みる(5) 15.26/+0.1

大垣市陸上・岐阜

女子
小学

凡例（/*1: １回目が公認最高/ /*3: ３回目が公認最高/ GHB: 県高校最高記録）


