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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 小田　直弥(3) 10.73/+0.9

岐阜・岐阜経済大

板垣　拓実(3) 10.76/+0.9

岐阜・県岐阜商高

戸崎　暢介 10.77/+0.9

岐阜・岐阜ｱｽﾘ-ﾄ

杉村　拓哉(3) 10.77/+0.9

三重・東海学園大

嘉陽　涼馬(3) 10.78/+0.9

岐阜・岐阜経済大

所　京佑 10.86/+0.9

岐阜・岐阜ｱｽﾘ-ﾄ

廣井　謙吾(2) 10.91/+0.1

岐阜・県岐阜商高

井町　侑久(3) 10.93/+0.2

岐阜・大垣商高

走高跳 井戸田　魁(2) 1m95

岐阜・中京大

藤本　結仁(1) 1m92

大阪・岐阜経済大

立花　侑司 1m92

岐阜・各務原ＴＦＣ

杉山　流音(3) 1m89

岐阜・東濃実高

波多野　晃大(3) 1m86

岐阜・東濃実高

會津　樹(1) 岐阜・長良高 1m80

川島　大輝(1) 岐阜・岐阜聖徳学園大

西田　彪人(2) 愛知・名城大

棒高跳 榊原　圭悟(2) 4m60

愛知・岡崎城西高

勝野　泰治(3) 4m20

岐阜・大垣工高

安部　公士郎(1) 4m00

愛知・岡崎城西高

石川　颯(1) 3m80

愛知・岡崎城西高

星野　克仁(3) 3m80

岐阜・県岐阜商高

谷藤　稜(1) 3m80

岐阜・県岐阜商高

廣瀬　冬真(2) 岐阜・大垣南高 3m60

加古　輝(1) 愛知・岡崎城西高

走幅跳 塩崎　絢世(2)  6m72/-0.2

岐阜・麗澤瑞浪高

藤本　辰仁(4)  6m60/-0.6

愛知・岐阜経済大

野村　勇綺(3)  6m58/+0.8

岐阜・県岐阜商高

井町　侑久(3)  6m56/+0.0

岐阜・大垣商高

諌山　英明(2)  6m50/+0.6

大阪・岐阜経済大

高須賀　蓮(2)  6m48/+1.7

岐阜・美濃加茂高

今村　優斗(3)  6m47/+0.2

岐阜・県岐阜商高

山本　麟太郎(2)  6m33/+1.0

岐阜・美濃加茂高

三段跳 魚浦　勇樹(1) 14m20/-0.8

富山・岐阜経済大

桑原　徹(3)  13m13/-1.0

岐阜・大垣工高

門前　佑弥(3) 12m98/+0.1

岐阜・大垣商高

富田　大翔(1) 12m96/-0.5

岐阜・加納高

松田　楊旺  12m85/-2.3

岐阜・H.A.C

井上　航輝(3) 12m79/-1.2

岐阜・大垣商高

大橋　優斗  12m54/-1.5

岐阜・H.A.C

江崎　翔(2)  12m53/-1.0

岐阜・岐南工高

砲丸投

(7.260kg)

長井　雄大   9m19

岐阜・多治見走友

砲丸投

(6.000kg)

山下　航生(2)  15m32

岐阜・市岐阜商高

稻福　颯(2)  15m00

岐阜・市岐阜商高

平野　佑弥(3)  11m17

岐阜・県岐阜商高

河村　将永(1)  11m07

岐阜・市岐阜商高

酒井　力(1)  10m25

岐阜・長良高

森本　直寛(2)   9m67

岐阜・中津川工高

加藤　大輝(3)   9m67

岐阜・中津川工高

林　和輝(2)   9m62

岐阜・中津川工高

砲丸投

(5.000kg)

宮崎　隆一(3)   9m07

岐阜・藍川東中

泉　貴也(3)   8m85

岐阜・岐大附属中

薮野　光(2)   8m55

岐阜・羽島中

高　雷(3)   8m51

岐阜・藍川東中

藤村　昴(3)   7m87

岐阜・岩野田中

泉　雅也(1)   7m42

岐阜・岐大附属中

藤原　優仁(3)   6m76

岐阜・真正中

岡本　兼治(1)   5m92

岐阜・笠松中

砲丸投

(2.721kg)

日下部　孔星(1)   7m64

岐阜・島中

円盤投

(2.000kg)

永井　宏典(4)  46m81

岐阜・岐阜経済大

戸崎　太星(5)  32m78

岐阜・岐阜高専

廣井　寛大(3)  25m18

岐阜・各務原西高

円盤投

(1.750kg)

山下　航生(2)  45m89

岐阜・市岐阜商高

田中　稔(3)  34m89

岐阜・岐南工高

河村　将永(1)  31m33

岐阜・市岐阜商高

早川　泰正(2)  29m24

岐阜・関商工高

久世　凱士(1)  28m99

岐阜・大垣商高

中島　康伸(2)  26m90

岐阜・可児工高

高木　一歩(2)  26m36

岐阜・大垣東高

眞舘　圭(2)  25m58

岐阜・岐山高

円盤投

(1.500kg)

横地　大輝(2)  14m89

岐阜・島中

ハンマー投

(7.260kg)

篠田　大貴(M1)  61m06

岐阜・岐阜経済大

佐々木　海聖(2)  57m70

岐阜・岐阜経済大

大谷　法輝(2)  50m67

岐阜・岐阜経済大

田中　亮伍(1)  50m36

島根・岐阜経済大

川上　翔平(3)  47m25

岐阜・岐阜経済大

堀江　功輝  24m55

岐阜・美濃加茂陸上

ハンマー投

(6.000kg)

戸髙　天裕(3)  45m73

岐阜・岐南工高

奥田　晃基(2)  39m60

岐阜・大垣商高

高木　一歩(2)  36m57

岐阜・大垣東高

大江　勘時(2)  21m51

岐阜・岐阜工高

成澤　大樹(1)  20m59

岐阜・大垣工高

坂　東彦(1)  17m73

岐阜・岐阜工高

やり投

(0.800kg)

水野　佑哉(3)  64m03

岐阜・岐阜経済大

高須賀　稜(4)  61m00

岐阜・岐阜経済大

伊禮　悠平(5)  60m30

岐阜・岐阜高専

安江　歩夢(4)  55m62

岐阜・岐阜高専

鍋島　尚樹(1)  55m15

岐阜・岐阜経済大

豊田　将司(1)  54m41

愛知・東海学園大

那須　友翔(2)  50m09

岐阜・関商工高

杉浦　健一(3)  50m04

岐阜・関商工高

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 古田　晴大(3)  42m77

岐阜・美濃加茂東中

伊藤　亘輝(2)  34m50

岐阜・笠松中

川瀬　陽夢(1)  26m91

岐阜・真正中

後藤　優斗(1)  24m87

岐阜・真正中

藤原　優仁(3)  20m06

岐阜・真正中

松島　弦大(1)  10m73

岐阜・岩野田中

男子

５０ｍ 中野　留維(3)  8.66/+0.5

岐阜・Let'sたるい

戸川　竣友(2)  8.80/+0.6

岐阜・精華ｽﾎﾟｰﾂ

古川　拓歩(3)  9.24/+0.5

岐阜・瑞穂陸上

山田　新(3)  9.35/+0.5

岐阜・Let'sたるい

中村　瑠以(2)  9.48/-0.3

岐阜・瑞穂陸上

吉村　優翔(2)  9.96/-0.3

岐阜・モアA.C.

原　太陽(3)  9.99/+0.5

岐阜・モアA.C.

山田　佳祐(2) 10.02/+0.6

岐阜・中池ｼﾞｭﾆｱ

１００ｍ 岩間　由?(6) 13.51/+0.1

岐阜・本荘陸上

大橋　聖哉(5) 13.75/+0.6

岐阜・養老陸上

伊藤　大翔(6) 14.15/+0.1

岐阜・島陸上

吉川　正洸(6) 14.45/+0.7

岐阜・瑞穂陸上

浅川　修埜(6) 14.66/+0.7

岐阜・瑞穂陸上

西田　光騎(5) 14.84/+0.6

岐阜・関陸上スポ少

吉村　太毎(6) 14.92/+0.7

岐阜・瑞穂陸上

横井　亨(5) 15.02/+0.6

岐阜・本荘陸上

男子
小学
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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 伊藤　南侑(3) 12.45/-1.4

愛知・東海学園大

二階堂　亜海(2)12.66/-1.4

岐阜・美濃加茂高

成原　沙羅(2) 12.73/-1.4

岐阜・市岐阜商高

板垣　潤(4) 12.83/-1.6

岐阜・岐阜経済大

三輪　由梨奈(3)12.86/-1.4

岐阜・大垣商高

磯谷　友里(3) 12.86/-1.4

岐阜・聖マリア高

伊藤　日菜子(1)12.90/-1.4

岐阜・恵那高

玉川　裕美子(2)12.96/-1.0

岐阜・県岐阜商高

走高跳 石原　里紗(3) 1m66

岐阜・中京大

森　薫美(1) 1m55

岐阜・県岐阜商高

平井　京花(2) 1m45

岐阜・岐阜農林高

保　あかり(1) 1m45

岐阜・麗澤瑞浪高

伊藤　美麗(2) 1m40

岐阜・麗澤瑞浪高

広瀬　千尋(1) 1m35

岐阜・市岐阜商高

廣瀬　彩乃(2) 1m35

岐阜・各務原西高

西村　唯(2) 1m35

岐阜・岐山高

棒高跳 小林　美月(3) 岐阜・県岐阜商高 3m60

水上　真里(3) 愛知・岡崎城西高

佐分利　真由(3) 3m40

岐阜・岐阜大

杉山　世梨奈(2) 3m40

岐阜・岐阜経済大

山田　青空(2) 3m20

岐阜・県岐阜商高

石田　果蓮(2) 3m10

愛知・岡崎城西高

纐纈　萌々華(3) 3m10

岐阜・美濃加茂高

山口　愛加(2) 3m00

岐阜・県岐阜商高

走幅跳 水野　舞音(2)  5m40/+0.5

静岡・岐阜経済大

川守　量子(3)  5m22/+1.5

岐阜・美濃加茂高

髙橋　みく(2)  5m10/+1.5

岐阜・長良高

加藤　舞(2)   5m10/+1.4

岐阜・県岐阜商高

髙橋　佑奈(2)  4m97/+0.7

岐阜・本巣松陽高

多田　楓菜(1)  4m92/+0.3

岐阜・長良高

保　ひなた(2)  4m86/+0.0

岐阜・麗澤瑞浪高

片桐　優奈(2)  4m79/+0.4

岐阜・美濃加茂高

三段跳 片岡　宝子(3) 11m38/-0.8

岐阜・美濃加茂高

須田　遥賀(3) 10m81/-1.0

愛知・岡崎城西高

清水　葉月(2) 10m45/+0.7

岐阜・県岐阜商高

杉山　桃菜(3) 10m41/-1.0

岐阜・大垣商高

加藤　舞(2)  10m37/-0.7

岐阜・県岐阜商高

花島　亜美(2) 10m33/-2.1

岐阜・県岐阜商高

今村　涼乃(2) 10m13/-1.3

岐阜・岐阜農林高

大橋　奈紘(2) 10m06/-0.3

岐阜・大垣南高

砲丸投

(4.000kg)

林　芹圭(3)  12m02

岐阜・市岐阜商高

宇納　百恵(1)   9m78

岐阜・市岐阜商高

高橋　奈々(2)   8m91

岐阜・美濃加茂高

渡邊　真悠(2)   8m74

岐阜・岐山高

高瀬　唯奈(3)   8m71

岐阜・県岐阜商高

竹元　美月(2)   8m69

岐阜・関商工高

楠田　菖(1)   8m15

岐阜・関商工高

渡邊　裕貴(2)   7m12

岐阜・羽島北高

砲丸投

(2.721kg)

鷲見  向日里(3)   8m92

岐阜・藍川東中

井上　詩織(2)   8m26

岐阜・岐北中

柏原　羽音(2)   7m69

岐阜・羽島中

井川　涼(2)   7m67

岐阜・島中

三島　沙奈(2)   7m24

岐阜・島中

奥村　紅葉(2)   7m22

岐阜・境川中

川島　この葉(2)   7m19

岐阜・羽島中

田垣　萌果(2)   6m82

岐阜・島中

円盤投

(1.000kg)

十河　百(3)  35m82

香川・岐阜経済大

冨田　瑞海(1)  32m33

香川・岐阜経済大

安田　誉乃香(1)  28m24

岐阜・市岐阜商高

高橋　奈々(2)  25m25

岐阜・美濃加茂高

伊藤　ひまり(2)  23m54

岐阜・岐阜農林高

臼井　千晶(2)  23m20

岐阜・岐阜農林高

久保　結菜(1)  17m37

岐阜・大垣商高

岩田　七海(2)  15m35

岐阜・島中

ハンマー投

(4.000kg)

高木　優子(2)  48m52

広島・中京大

白木　七星(3)  46m57

NGH岐阜・市岐阜商高

玉田　唯(1)  43m79

京都・岐阜経済大

樋口　清流(2)  39m58

岐阜・市岐阜商高

末広　千絵(2)  29m05

岐阜・大垣養老高

森　有伽(1)  28m54

岐阜・市岐阜商高

岩根　和奏(2)  26m59

岐阜・岐阜総合高

渡邉　花菜(2)  23m93

岐阜・岐阜総合高

やり投

(0.600kg)

金子　春奈(3)  49m59

岐阜・中京大

安田　汀(3)  38m85

岐阜・岐阜経済大

伊藤　優希  38m70

岐阜・美濃加茂陸上

大橋　愛実(3)  37m89

岐阜・大垣商高

青木　彩花(3)  36m69

岐阜・麗澤瑞浪高

吉田　舞(2)  32m94

岐阜・市岐阜商高

大坪　恵(2)  31m55

岐阜・東海学園大

樋口　清流(2)  27m98

岐阜・市岐阜商高

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中村　朋美(2)  36m02

岐阜・糸貫中

藤浪　裕子(2)  34m95

岐阜・小泉中

大前　歩可(2)  26m35

岐阜・金山中

小枝　依愛(2)  18m44

岐阜・岐北中

山本　歩花(2)  16m96

岐阜・島中

藤田　結羽(3)  15m16

岐阜・精華中

長谷保　姿乃(2)  14m93

岐阜・岩野田中

水谷　祐希(2)  14m27

岐阜・島中

女子

５０ｍ 伊藤　玲奈(3)  8.37/-0.5

岐阜・島陸上

中澤　亜美(3)  8.43/-0.5

岐阜・Let'sたるい

大橋　彩音(3)  8.51/-0.5

岐阜・養老陸上

松村　藍(3)  8.98/-0.5

岐阜・精華ｽﾎﾟｰﾂ

藤橋　結(2)  9.27/-1.1

岐阜・瑞穂陸上

豊田　梨乃夏(3) 9.33/-1.1

岐阜・瑞穂陸上

坂之下　陽向(3) 9.43/-1.1

岐阜・瑞穂陸上

大西　美沙季(3) 9.46/-1.1

岐阜・瑞穂陸上

１００ｍ 内田　怜那(6) 14.44/-0.9

岐阜・モアA.C.

若松　真那(6) 14.50/+0.0

岐阜・本荘陸上

高橋　由衣(6) 14.96/-2.4

岐阜・精華ｽﾎﾟｰﾂ

大洞　真央(6) 15.01/-0.9

岐阜・精華ｽﾎﾟｰﾂ

高橋　愛菜(5) 15.35/+0.5

岐阜・モアA.C.

堀内　沙姫(6) 15.39/-2.4

岐阜・Let'sたるい

堆　愛実(6) 15.42/-2.4

岐阜・本荘陸上

薮野　愛流(6) 15.50/-0.9

岐阜・モアA.C.

女子
小学

凡例（NGH: 県高校新記録）


