
男子　１００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 365 加藤　慎之介(3) ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐南工高

2 179 青山　昇也(3) ｱｵﾔﾏ ｼｮｳﾔ 岐阜聖徳高

3 314 小島　駿矢(3) ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 麗澤瑞浪高

4 189 土方　大也(2) ﾋｼﾞｶﾀ ﾀﾞｲﾔ 岐阜聖徳高

5 27 高橋　ユージン(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｰｼﾞﾝ 岐阜工高

6 903 笘篠　尚太(1) ﾄﾏｼﾉ ｼｮｳﾀ 県岐阜商高

7 1100 和田　源太郎(1) ﾜﾀﾞ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 岐阜北高

8 194 鳥澤　善(1) ﾄﾘｻﾞﾜ ｾﾞﾝ 岐阜聖徳高

9 182 吉田　創詠(3) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｴｲ 岐阜聖徳高

10 316 長江　来樹(3) ﾅｶﾞｴ ﾗｲｷ 麗澤瑞浪高

11 192 伊藤　真治(1) ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岐阜聖徳高 石田　大河１

12 741 臼田　紳二(3) ｳｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 関商工高

13 193 片岡　英俊(1) ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 岐阜聖徳高

14 154 鈴木　暁登(2) ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 中津川工高

15 327 澤村　太星(1) ｻﾜﾑﾗ ﾀｲｾｲ 麗澤瑞浪高

16 324 小田　唯斗(1) ｵﾀﾞ ﾕｲﾄ 麗澤瑞浪高

17 190 前田　海輝亜(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 岐阜聖徳高

18 320 齋木　勝太郎(2) ｻｲｷ ｶﾂﾀﾛｳ 麗澤瑞浪高

19 152 木村　颯太(2) ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 中津川工高

20 1263 河原　悠斗(1) ｶﾜﾊﾗ ﾕｳﾄ 関商工高

21 135 矢島　諒(2) ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳ 市岐阜商高

22 329 福山　琉雲(1) ﾌｸﾔﾏ ﾙﾝ 麗澤瑞浪高

23 1002 水野　聖斗(1) ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾄ 恵那南高

24 848 山下　悠太(1) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 吉城高

男子　２００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 365 加藤　慎之介(3) ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 岐南工高

2 188 野村　治平(2) ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾋﾗ 岐阜聖徳高

3 314 小島　駿矢(3) ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾔ 麗澤瑞浪高

4 653 大橋　明翔(2) ｵｵﾊｼ ｱｷﾄ 大垣工高

5 903 笘篠　尚太(1) ﾄﾏｼﾉ ｼｮｳﾀ 県岐阜商高

6 753 日置　文哉(3) ﾋｵｷ ﾌﾐﾔ 関商工高

7 430 小森　達矢(2) ｺﾓﾘ ﾀﾂﾔ 岐阜高

8 152 木村　颯太(2) ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 中津川工高

9 154 鈴木　暁登(2) ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ 中津川工高

10 174 近藤　榛哉(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾔ 県岐阜商高



11 969 早野　玲音(1) ﾊﾔﾉ ﾚｵﾝ 岐南工高

12 880 須山　元暉(1) ｽﾔﾏ ﾓﾄｷ 岐阜工高

男子　４００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 180 岩垣　勇司(3) ｲﾜｶﾞｷ ﾕｳｼﾞ 岐阜聖徳高

2 755 福田　凌也(3) ﾌｸﾀ ﾘｮｳﾔ 関商工高

3 196 タムラ　カエタノ(1) ﾀﾑﾗ ｶｴﾀﾉ 啓晴高

4 25 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 岐阜工高

5 759 安江　陸(3) ﾔｽｴ ﾘｸ 関商工高

6 904 牧村　悠矢(1) ﾏｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 県岐阜商高

7 41 山下　佳祐(2) ﾔﾏｼﾀ ｹｲｽｹ 岐阜工高

8 974 髙橋　光(1) ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 飛騨高山高

9 186 土井　瑞月(2) ﾄﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 岐阜聖徳高

10 276 藤本　大至(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｼ 関高

11 901 後藤　凛(1) ｺﾞﾄｳ ﾘﾝ 県岐阜商高

12 522 森谷　健(2) ﾓﾘﾔ ｹﾝ 美濃加茂高

13 322 東野　博人(2) ﾋｶﾞｼﾉ ﾋﾛﾋﾄ 麗澤瑞浪高

14 878 浅野　泰成(1) ｱｻﾉ ﾀｲｾｲ 岐阜工高

15 85 山ノ内　詢(2) ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｭﾝ 飛騨高山高

16 252 清水　稜太(2) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 武義高

17 765 坂井　涼(2) ｻｶｲ ﾘｮｳ 関商工高

男子　８００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 170 藤井　穂高(3) ﾌｼﾞｲ ﾎﾀﾞｶ 県岐阜商高

2 231 山本　篤信(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 高山西高

3 326 後藤　遼河(1) ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 麗澤瑞浪高

4 232 石本　湧大(2) ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 高山西高

5 910 古田　泰暉(1) ﾌﾙﾀ ﾀｲｷ 本巣松陽高

6 872 小川　大智(1) ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 大垣日大高

7 160 小川　遼真(3) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 県岐阜商高

8 873 須藤　滉平(1) ｽﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 大垣日大高

9 75 内木　元基(3) ﾅｲｷ ﾓﾄｷ 飛騨高山高

10 91 塩谷　知己(2) ｴﾝﾔ ｻﾄｷ 加納高

11 1196 天池　功成(1) ｱﾏｲｹ ｺｳｾｲ 関商工高

12 896 天野　愛都(1) ｱﾏﾉ ﾏﾅﾄ 益田清風高

13 696 安達　大夢(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾑ 長良高

14 98 三輪　侑太郎(2) ﾐﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 加納高



15 617 近藤　陸(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 中津商高

16 1020 中津　瑛太(1) ﾅｶﾂ ｴｲﾀ 斐太高

男子　１５００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 892 石丸　朋弥(2) ｲｼﾏﾙ ﾄﾓﾔ 益田清風高

2 232 石本　湧大(2) ｲｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 高山西高

3 886 岩島　共汰(3) ｲﾜｼﾏ ｷｮｳﾀ 益田清風高

4 897 中川　拓海(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 益田清風高

5 888 黒木　翔太(3) ｸﾛｷ ｼｮｳﾀ 益田清風高

6 887 岩島　昇汰(3) ｲﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 益田清風高

7 492 伊藤　鼓(3) ｲﾄｳ ﾂﾂﾞﾐ 美濃加茂高

8 895 福井　颯太(2) ﾌｸｲ ｿｳﾀ 益田清風高

9 497 窪田　亮太(3) ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 美濃加茂高

10 885 天野　佑哉(3) ｱﾏﾉ ﾕｳﾔ 益田清風高

11 87 高崎　剛司(3) ﾀｶｻｷ ﾂﾖｼ 加納高

男子　５０００ｍ

No 氏名 フリガナ 所属

1 876 日比　健仁(1) ﾋﾋﾞ ｹﾝﾄ 大垣日大高

2 552 加藤　優弥(1) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 中京高

3 900 栗本　航希(1) ｸﾘﾓﾄ ｺｳｷ 県岐阜商高

4 521 古橋　空弥(2) ﾌﾙﾊｼ ｸｳﾔ 美濃加茂高

5 504 山下　大毅(3) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 美濃加茂高

6 544 伊藤　要(2) ｲﾄｳ ｶﾅﾒ 中京高

7 853 吉田　祐貴(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 大垣日大高

8 536 熊谷　澪(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ 中京高

9 852 髙木　勇作(3) ﾀｶｷﾞ ﾕｳｻｸ 大垣日大高

10 508 犬塚　知宏(2) ｲﾇﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 美濃加茂高

11 886 岩島　共汰(3) ｲﾜｼﾏ ｷｮｳﾀ 益田清風高

12 496 川島　弦(3) ｶﾜｼﾏ ｹﾞﾝ 美濃加茂高

13 547 宮前　麿慧(2) ﾐﾔﾏｴ ﾏｻﾄ 中京高

14 877 日比野　陸(1) ﾋﾋﾞﾉ ﾘｸ 大垣日大高

15 885 天野　佑哉(3) ｱﾏﾉ ﾕｳﾔ 益田清風高

16 850 大橋　優(3) ｵｵﾊｼ ﾕｳ 大垣日大高

17 894 砂場　育夢(2) ｽﾅﾊﾞ ｲｸﾑ 益田清風高

18 117 佐々木　陸(3) ｻｻｷ ﾘｸ 市岐阜商高

19 546 田畑　音藍(2) ﾀﾊﾞﾀ ﾄｱ 中京高



20 851 北村　陸(3) ｷﾀﾑﾗ 陸 大垣日大高

21 123 箕浦　健太郎(3) ﾐﾉｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 市岐阜商高

22 888 黒木　翔太(3) ｸﾛｷ ｼｮｳﾀ 益田清風高

23 541 若山　大晟(3) ﾜｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 中京高

24 524 山田　拓哉(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 美濃加茂高

25 895 福井　颯太(2) ﾌｸｲ ｿｳﾀ 益田清風高

26 172 森　裕哉(3) ﾓﾘ ﾕｳﾔ 県岐阜商高

27 542 浅井　孝介(2) ｱｻｲ ｺｳｽｹ 中京高

男子　１１０ｍH(0.991m)

No 氏名 フリガナ 所属

1 192 伊藤　真治(1) ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岐阜聖徳高

2 190 前田　海輝亜(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｷｱ 岐阜聖徳高

3 211 栗本　遥生(2) ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙｷ 斐太高

4 213 竹原　朝陽(2) ﾀｹﾊﾗ ｱｻﾋ 斐太高

5 136 山田　健太郎(2) ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 市岐阜商高

6 329 福山　琉雲(1) ﾌｸﾔﾏ ﾙﾝ 麗澤瑞浪高

7 277 古田　響(2) ﾌﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ 関高

8 184 鈴木　俊(2) ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 岐阜聖徳高

9 1202 水野　倖弥(1) ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾔ 関商工高

10 233 井之口　正輝(2) ｲﾉｸﾁ ﾏｻｷ 高山西高

11 763 北川　皓一朗(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 関商工高

12 214 塚本　悠太(2) ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 斐太高

13 212 菅沼　歩(2) ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾕﾑ 斐太高

14 198 服部　右夢(2) ﾊｯﾄﾘ ﾐﾓ 済美高

15 215 直井　良太郎(2) ﾅｵｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 斐太高

16 952 玉川　夏生(2) ﾀﾏｶﾞﾜ ﾅﾂｵ 各務原西高

17 936 多田　有志(1) ﾀﾀﾞ ﾕｳｼ 長良高

18 40 宮田　陽向(2) ﾐﾔﾀ ﾋｻｷ 岐阜工高

19 175 堀　源斗(2) ﾎﾘ ｹﾞﾝﾄ 県岐阜商高

20 217 林　佑哉(2) ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 斐太高

21 58 西村　優希(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 本巣松陽高

男子　４００ｍH(0.914m)

No 氏名 フリガナ 所属

1 73 下畑　龍矢(3) ｼﾓﾊﾀ ﾘｭｳﾔ 飛騨高山高

2 518 竹下　司(2) ﾀｹｼﾀ ﾂｶｻ 美濃加茂高

3 129 北村　心(2) ｷﾀﾑﾗ ｼﾝ 市岐阜商高

4 745 佐藤　蓮(3) ｻﾄｳ ﾚﾝ 関商工高



5 33 松田　光琉(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ 岐阜工高

6 675 畑迫　秀星(2) ﾊﾀｻｺ ｼｭｳｾｲ 瑞浪高

7 28 中村　玲央(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 岐阜工高

8 763 北川　皓一朗(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 関商工高

9 253 柘植　悠太(2) ﾂｹﾞ ﾕｳﾀ 武義高

10 668 福　幸来哉(3) ﾌｸ ﾐｷﾔ 瑞浪高

11 1202 水野　倖弥(1) ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾔ 関商工高

12 199 福田　航大(1) ﾌｸﾀ ｺｳﾀﾞｲ 済美高

13 34 植田　悟史(3) ｳｴﾀﾞ ｻﾄｼ 岐阜工高

14 258 福田　悠将(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼｮｳ 武義高

男子　３０００ｍSC

No 氏名 フリガナ 所属

1 524 山田　拓哉(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 美濃加茂高

2 498 佐藤　滉太(3) ｻﾄｳ ｺｳﾀ 美濃加茂高

3 409 今井　琉世(2) ｲﾏｲ ﾘｭｳｾｲ 可児高

4 861 田中　一範(2) ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 大垣日大高

5 210 川上　海典(2) ｶﾜｶﾐ ｶｲｽｹ 斐太高

6 168 西村　海(3) ﾆｼﾑﾗ ｶｲ 県岐阜商高

7 866 村脇　凱(2) ﾑﾗﾜｷ ｶｲ 大垣日大高

8 82 中谷　公介(2) ﾅｶﾀﾞﾆ ｺｳｽｹ 飛騨高山高

9 527 加藤　佑都(1) ｶﾄｳ ﾕｳﾄ 美濃加茂高

男子　５０００ｍW

No 氏名 フリガナ 所属

1 512 後藤　誉(2) ｺﾞﾄｳ ﾎﾏﾚ 美濃加茂高

2 506 渡辺　樹(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ 美濃加茂高

3 261 山内　一峻(2) ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞﾀｶ 武義高

4 515 白木　裕晴(2) ｼﾗｷ ﾕｳｾｲ 美濃加茂高

男子　走高跳

No 氏名 フリガナ 所属

1 756 藤田　海輝(3) ﾌｼﾞﾀ ｶｲｷ 関商工高

2 255 長谷部　龍輝(2) ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳｷ 武義高

3 29 堀　翔太朗(3) ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 岐阜工高

4 364 大洞　俊貴(3) ｵｵﾎﾞﾗ ﾄｼｷ 岐南工高

5 372 岩崎　稜右(2) ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岐南工高

6 198 服部　右夢(2) ﾊｯﾄﾘ ﾐﾓ 済美高

7 708 松葉　海翔(2) ﾏﾂﾊﾞ ｶｲﾄ 長良高



8 513 齊藤　皇嵐(2) ｻｲﾄｳ ｵｳﾗｲ 美濃加茂高

No 氏名 フリガナ 所属

男子　棒高跳176 前出　旺佑(2) ﾏｴﾃﾞ ｵｳｽｹ 県岐阜商高

902 白木　晴也(1) ｼﾗｷ ﾊﾙﾔ 県岐阜商高

1 375 戸髙　允翔(2) ﾄﾀﾞｶ ﾏｻﾄ 岐南工高

2 161 加藤　颯真(3) ｶﾄｳ ｿｳﾏ 県岐阜商高

3 519 只腰　弘人(2) ﾀﾀﾞｺｼ ﾋﾛﾄ 美濃加茂高

4

5

No 氏名 フリガナ 所属

男子　走幅跳171 三輪　哉太(3) ﾐﾜ ｶﾅﾀ 県岐阜商高

3004 林　蒼太(1) ﾊﾔｼ ｿｳﾀ 啓晴高

1 127 小川　周悟(2) ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｺﾞ 市岐阜商高

2 125 植村　翼(2) ｳｴﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 市岐阜商高

3 236 林　宏祐(2) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 高山西高

4 241 渡邊　康平(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 高山西高

5 285 門前　敦大(3) ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂﾋﾛ 大垣商高

6 693 山下　壮一郎(3) ﾔﾏｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 長良高

7 899 汲田　歩武(1) ｸﾐﾀ ｱﾕﾑ 県岐阜商高

8 211 栗本　遥生(2) ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙｷ 斐太高

9 523 山田　駿佑(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 美濃加茂高

10

11

No 氏名 フリガナ 所属

男子　三段跳127 小川　周悟(2) ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｺﾞ 市岐阜商高

523 山田　駿佑(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 美濃加茂高

1 236 林　宏祐(2) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 高山西高

2 285 門前　敦大(3) ｶﾄﾞﾏｴ ｱﾂﾋﾛ 大垣商高

3 214 塚本　悠太(2) ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 斐太高

4 628 小川　和也(2) ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 大垣養老高

5 374 小寺　空我(2) ｺﾃﾞﾗ ｸｳｶﾞ 岐南工高

6 908 横山　晃玖(1) ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｷ 県岐阜商高

7

8

No 氏名 フリガナ 所属

男子　砲丸投(6.000kg)138 吉原　颯人(2) ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 市岐阜商高

200 永野　陽希(3) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙｷ 岐阜盲高



1 355 山田　聖凌(3) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 富田高

2

3

No 氏名 フリガナ 所属

男子　円盤投(1.750kg)124 井上　源禄(2) ｲﾉｳｴ ｹﾞﾝﾛｸ 市岐阜商高

355 山田　聖凌(3) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾘｮｳ 富田高

1 119 服部　空(3) ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 市岐阜商高

2 116 小林　千紘(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 市岐阜商高

3 988 水野　歩(1) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾑ 中津商高

4 1086 都築　成元(1) ﾂﾂﾞｷ ｼｹﾞﾓﾄ 海津明誠高

5

6

No 氏名 フリガナ 所属

男子　ハンマー投(6.000kg)119 服部　空(3) ﾊｯﾄﾘ ｿﾗ 市岐阜商高

732 藤掛　由己也(3) ﾌｼﾞｶｹ ﾕｷﾔ 可児工高

1 138 吉原　颯人(2) ﾖｼﾊﾗ ﾊﾔﾄ 市岐阜商高

2 631 西村　尋斗(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛﾄ 大垣養老高

3 829 柘植　大和(1) ﾂｹﾞ ﾔﾏﾄ 市岐阜商高

4 43 吉川　健太(2) ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 岐阜工高

5

6

No 氏名 フリガナ 所属

男子　やり投(0.800kg)137 山田　航大(2) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 市岐阜商高

301 河村　昂樹(2) ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ 大垣商高

1 260 松島　脩恭(2) ﾏﾂｼﾏ ｼﾕｳｽｹ 武義高

2 879 加藤　舜也(1) ｶﾄｳ ｼｭﾝﾔ 岐阜工高

3 323 山上　敬太(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ｹｲﾀ 麗澤瑞浪高

4 756 藤田　海輝(3) ﾌｼﾞﾀ ｶｲｷ 関商工高

5

6

No 氏名 フリガナ 所属

女子　１００ｍ140 東名　明紅(1) ﾄｳﾐｮｳ ｱｺ 済美高

133 渡邉　葉月(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高

1 206 内山　実南(2) ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅﾐ 大垣商高

2 197 井貝　華央(1) ｲｶｲ ｶｵ 岐阜聖徳高

3 130 森　彩乃(2) ﾓﾘ ｱﾔﾉ 済美高

4 129 宮崎　佳乃(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ 済美高

5 341 渡邉　千夏(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 美濃加茂高

6 203 石崎　あゆむ(2) ｲｼｻﾞｷ ｱﾕﾑ 大垣商高



7 322 麻生　エイコ(2) ｱｿｳ ｴｲｺ 美濃加茂高

8 507 中井　華蓮(1) ﾅｶｲ ｶﾚﾝ 益田清風高

9 100 駒田　真優(2) ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ 県岐阜商高

10 510 棚橋　実咲(1) ﾀﾅﾊｼ ﾐｻｷ 県岐阜商高

11 323 今井　希々(2) ｲﾏｲ ｷｷ 美濃加茂高

12 505 今井　亜弥(1) ｲﾏｲ ｱﾔ 益田清風高

13 292 藤村　愛友華(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ｱﾕｶ 岐阜高

14 108 今西　喜子(3) ｲﾏﾆｼ ｷｺ 済美高

15

16

No 氏名 フリガナ 所属

女子　２００ｍ131 森　樺音(2) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高

129 宮崎　佳乃(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ 済美高

1 86 小畑　美空(3) ｵﾊﾞﾀ ｿﾗ 県岐阜商高

2 133 渡邉　葉月(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾂﾞｷ 済美高

3 48 三木　杏奈(2) ﾐﾂｷ ｱﾝﾅ 飛騨高山高

4 514 山宮　美於(1) ﾔﾏﾐﾔ ﾐｵ 県岐阜商高

5 136 岡田　麻鈴(1) ｵｶﾀﾞ ﾏﾘﾝ 済美高

6 380 小川　奈桜(3) ｵｶﾞﾜ ﾅｵ 中津商高

7 617 酒井　花菜(1) ｻｶｲ ﾊﾅ 岐阜北高

8 583 榎　亜可梨(1) ｴﾉｷ ｱｶﾘ 斐太高

9 682 那須　友香(1) ﾅｽ ﾕｳｶ 鴬谷高

10 243 平田　茉祐(1) ﾋﾗﾀ ﾏﾋﾛ 聖マリア高

11 130 森　彩乃(2) ﾓﾘ ｱﾔﾉ 済美高

12 592 吉上　佳那(1) ﾖｼｶﾐ ｶﾅ 斐太高

13 511 成田　真綾(1) ﾅﾘﾀ ﾏﾔ 県岐阜商高

14 504 荒井　冬彩(1) ｱﾗｲ ﾄｱ 益田清風高

15 100 駒田　真優(2) ｺﾏﾀﾞ ﾏﾕ 県岐阜商高

16 244 柳原　さくら(1) ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｻｸﾗ 聖マリア高

17 555 新張　結奈(1) ﾆｲﾊﾞﾘ ﾕｳﾅ 飛騨高山高

18

19

No 氏名 フリガナ 所属

女子　４００ｍ131 森　樺音(2) ﾓﾘ ｶﾉﾝ 済美高

210 後藤　里奈(2) ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 大垣商高

1 144 前出　心美(1) ﾏｴﾃﾞ ｺｺﾐ 済美高

2 48 三木　杏奈(2) ﾐﾂｷ ｱﾝﾅ 飛騨高山高

3 115 中島　里桜(3) ﾅｶｼﾏ ﾘｵ 済美高

4 81 日向　美稀(2) ﾋﾅﾀ ﾐｷ 市岐阜商高



5 159 玉田　心愛(2) ﾀﾏﾀﾞ ｺｺﾛ 斐太高

6 419 浅野　蒼空(2) ｱｻﾉ ｿﾗ 長良高

7 171 土井　愛月(2) ﾄﾞｲ ｱﾂﾞｷ 高山西高

8 33 保城　朱里(2) ﾎｷ ｱｶﾘ 本巣松陽高

9 174 鈴木　花菜(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 高山西高

10 290 小林　美咲子(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｺ 岐阜高

11 191 山田　真帆(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 関高

12

13

No 氏名 フリガナ 所属

女子　８００ｍ334 坂上　瑠渚(1) ｻｶｶﾞﾐ ﾙﾅ 美濃加茂高

144 前出　心美(1) ﾏｴﾃﾞ ｺｺﾐ 済美高

1 153 一ノ瀬　穂南(2) ｲﾁﾉｾ ﾎﾅﾐ 斐太高

2 581 稲田　小春(1) ｲﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 斐太高

3 89 服部　芽生(3) ﾊｯﾄﾘ ﾒｲ 県岐阜商高

4 494 大橋　佳奈(1) ｵｵﾊｼ ｶﾅ 済美高

5 336 田坂　望愛(1) ﾀｻｶ ﾉｱ 美濃加茂高

6 565 森　菜々子(1) ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高山西高

7 639 中村　楓(1) ﾅｶﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 長良高

8 159 玉田　心愛(2) ﾀﾏﾀﾞ ｺｺﾛ 斐太高

9 47 塩田　桃子(2) ｼｵﾀﾞ ﾓﾓｺ 飛騨高山高

10 185 足立　和樺(2) ｱﾀﾞﾁ ﾜｶ 関高

11

12

No 氏名 フリガナ 所属

女子　１５００ｍ335 瀬木　彩花(1) ｾｷﾞ ｱﾔｶ 美濃加茂高

153 一ノ瀬　穂南(2) ｲﾁﾉｾ ﾎﾅﾐ 斐太高

1 496 上村　莉沙(3) ｶﾐﾑﾗ ﾘｻ 益田清風高

2 588 住野　友理(1) ｽﾐﾉ ﾕｳﾘ 斐太高

3 488 伊藤　蒼遥(2) ｲﾄｳ ｿﾖ 大垣日大高

4 391 林　鈴夏(2) ﾊﾔｼ ﾘﾝｶ 中津商高

5 501 津田　結帆(2) ﾂﾀﾞ ﾕｲﾎ 益田清風高

6 502 中野　彩月(2) ﾅｶﾉ ｻﾂｷ 益田清風高

7 154 大洞　美空(2) ｵｵﾎﾞﾗ ﾐｿﾗ 斐太高

8 581 稲田　小春(1) ｲﾅﾀﾞ ｺﾊﾙ 斐太高

9 122 川部　汐葵(2) ｶﾜﾍﾞ ｼｵﾘ 済美高

10 145 吉田　優(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 済美高

11 565 森　菜々子(1) ﾓﾘ ﾅﾅｺ 高山西高

12



13

No 氏名 フリガナ 所属

女子　３０００ｍ338 樋口　ほのか(1) ﾋｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 美濃加茂高

315 杉山　静香(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｶ 美濃加茂高

1 588 住野　友理(1) ｽﾐﾉ ﾕｳﾘ 斐太高

2 125 富田　奈乃香(2) ﾄﾐﾀ ﾅﾉｶ 済美高

3 343 生田　碧(3) ｲｸﾀ ｱｵｲ 中京高

4 346 若尾　真奈(3) ﾜｶｵ ﾏﾅ 中京高

5 486 古川　天音(3) ﾌﾙｶﾜ ｱﾏﾈ 大垣日大高

6 154 大洞　美空(2) ｵｵﾎﾞﾗ ﾐｿﾗ 斐太高

7 83 上野　佑菜(3) ｳｴﾉ ﾕﾅ 県岐阜商高

8 91 堀　みちる(3) ﾎﾘ ﾐﾁﾙ 県岐阜商高

9 339 三島　柚姫(1) ﾐｼﾏ ﾕｽﾞｷ 美濃加茂高

10 349 片山　紫稀(3) ｶﾀﾔﾏ ﾑﾗｻｷ 土岐商高

11 351 水野　玲美(3) ﾐｽﾞﾉ ﾚﾐ 土岐商高

12 128 三牧　璃侑(2) ﾐﾏｷ ﾘﾕ 済美高

13 347 臼井　美空(2) ｳｽｲ ﾐｸ 中京高

14 490 野尻　宝月(2) ﾉｼﾞﾘ ﾎﾂﾞｷ 大垣日大高

15 355 中島　七海(2) ﾅｶｼﾏ ﾅﾅﾐ 土岐商高

16 356 中島　夕海(2) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾐ 土岐商高

17 492 細野　凪咲(2) ﾎｿﾉ ﾅｷﾞｻ 大垣日大高

18

19

No 氏名 フリガナ 所属

女子　１００ｍH(0.838m)69 坂崎　千帆(3) ｻｶｻﾞｷ ﾁﾎ 市岐阜商高

76 市川　紗羅(2) ｲﾁｶﾜ ｻﾗ 市岐阜商高

1 214 西尾　結愛(3) ﾆｼｵ ﾕﾏ 麗澤瑞浪高

2 332 河尻　優來(1) ｶﾜｼﾘ ﾕﾗ 美濃加茂高

3 45 榧森　結女(2) ｶﾔﾓﾘ ﾕﾒ 飛騨高山高

4 109 梅村　希衣(3) ｳﾒﾑﾗ ｷｴ 済美高

5 4 稲熊　汐里(2) ｲﾅｸﾞﾏ ｼｵﾘ 東濃実高

6 211 小藪　凜音(2) ｺﾔﾌﾞ ﾘｵﾝ 大垣商高

7 591 原田　夏穂(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾎ 斐太高

8 476 久保田　彩巴(1) ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾊ 大垣商高

9 585 上村　麟花(1) ｶﾐﾑﾗ ﾘﾝｶ 斐太高

10 178 後藤　みこ(2) ｺﾞﾄｳ ﾐｺ 武義高

11 569 柚原　一穂(1) ﾕﾊﾗ ｲﾁﾎ 吉城高

12 234 伊藤　嬉子(2) ｲﾄｳ ｷｺ 聖マリア高

13 288 久富　愛莉(2) ｸﾄﾞﾐ ｱｲﾘ 岐阜高



14 188 長島　千紘(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾋﾛ 関高

15

16

No 氏名 フリガナ 所属

女子　４００ｍＨ(0.762m)174 鈴木　花菜(1) ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 高山西高

116 西村　優紀(3) ﾆｼﾑﾗ ﾕｷ 済美高

1 109 梅村　希衣(3) ｳﾒﾑﾗ ｷｴ 済美高

2 210 後藤　里奈(2) ｺﾞﾄｳ ﾘﾅ 大垣商高

3 419 浅野　蒼空(2) ｱｻﾉ ｿﾗ 長良高

4 283 青木　優芽(2) ｱｵｷ ﾕﾒ 岐阜高

5 545 林　琴海(2) ﾊﾔｼ ｺﾄﾐ 各務原西高

6 32 田中　愛梨(2) ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 本巣松陽高

7

8

No 氏名 フリガナ 所属

女子　５０００ｍW498 山下　莉来(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 益田清風高

137 近藤　かえ(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｴ 済美高

1 331 長谷部　聖奈(2) ﾊｾﾍﾞ ｾﾅ 美濃加茂高

2

3

No 氏名 フリガナ 所属

女子　走高跳 55 野村　結(2) ﾉﾑﾗ ﾕｲ 加納高

473 猿渡　佳蓮(1) ｻﾙﾜﾀﾘ ｶﾚﾝ 市岐阜商高

1 75 青木　香澄(2) ｱｵｷ ｶｽﾐ 市岐阜商高

2 85 岡本　桜(3) ｵｶﾓﾄ ｻｸﾗ 県岐阜商高

3 162 宮川　鈴加(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ 斐太高

4

5

No 氏名 フリガナ 所属

女子　棒高跳269 安田　妃々華 (2) ﾔｽﾀﾞ ﾋﾋﾞｶ 総合学園高

268 林　亜美(2) ﾊﾔｼ ｱﾐ 総合学園高

1 579 本田　優依(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲ 総合学園高

2 576 加藤　希歩(1) ｶﾄｳ ｷﾎ 総合学園高

3 92 丸山　あずみ(3) ﾏﾙﾔﾏ ｱｽﾞﾐ 県岐阜商高

4 102 山田　彩乃(2) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔﾉ 県岐阜商高

5 340 椋梨　萌(1) ﾑｸﾅｼ ﾓｴ 美濃加茂高

6

7

No 氏名 フリガナ 所属



女子　走幅跳121 可児　美咲(2) ｶﾆ ﾐｻｷ 済美高

414 鹿野　日陽南(3) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ 長良高

1 420 井上　月(2) ｲﾉｳｴ ﾂｷ 長良高

2 536 石原　早優(1) ｲｼﾊﾗ ｻﾕ 長良高

3 84 大野　朱音(3) ｵｵﾉ ｱｶﾈ 県岐阜商高

4 497 杉山　こころ(3) ｽｷﾞﾔﾏ ｺｺﾛ 益田清風高

5 552 池田　彩笑(1) ｲｹﾀﾞ ｻｴ 飛騨高山高

6 248 木村　詩乃(3) ｷﾑﾗ ｼﾉ 岐南工高

7 172 虎井　瑞姫(2) ﾄﾗｲ ﾐｽﾞｷ 高山西高

8 45 榧森　結女(2) ｶﾔﾓﾘ ﾕﾒ 飛騨高山高

9 478 近澤　野之華(1) ﾁｶｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 大垣商高

10 589 中田　彩花(1) ﾅｶﾀﾞ ｱﾔｶ 斐太高

11

12

No 氏名 フリガナ 所属

女子　三段跳414 鹿野　日陽南(3) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ 長良高

248 木村　詩乃(3) ｷﾑﾗ ｼﾉ 岐南工高

1 121 可児　美咲(2) ｶﾆ ﾐｻｷ 済美高

2 124 髙橋　衿圭(2) ﾀｶﾊｼ ｴﾘｶ 済美高

3 96 江口　友月(2) ｴｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 県岐阜商高

4 98 菊川　夢空(2) ｷｸｶﾜ ﾕｱ 県岐阜商高

5 327 佐合　里彩(2) ｻｺﾞｳ ﾘｻ 美濃加茂高

6 235 杉山　さくら(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｻｸﾗ 聖マリア高

7 226 長谷　ほのか(2) ﾊｾ ﾎﾉｶ 大垣南高

8 120 石黒　帆香(2) ｲｼｸﾞﾛ ﾎﾉｶ 済美高

9 326 纐纈　穂高(2) ｺｳｹﾂ ﾎﾀｶ 美濃加茂高

10

11

No 氏名 フリガナ 所属

女子　砲丸投(4.000kg)79 立木　杏衣理(2) ﾂｲｷ ｱｲﾘ 市岐阜商高

94 矢口　瑠璃(3) ﾔｸﾞﾁ ﾙﾘ 県岐阜商高

1 170 寺田　智美(2) ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ 高山西高

2 215 大谷　渚月(2) ｵｵﾀﾆ ﾅﾂｷ 麗澤瑞浪高

3 621 美濃島　実和(1) ﾐﾉｼﾏ ﾐﾜ 岐阜北高

4 134 石原　未結(1) ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ 済美高

5 551 浅尾　実和(1) ｱｻｵ ﾐﾜ 飛騨高山高

6

7

No 氏名 フリガナ 所属



女子　円盤投(1.000kg)70 土田　彩加(3) ﾂﾁﾀﾞ ｱﾔｶ 市岐阜商高

114 佐藤　綺海(3) ｻﾄｳ ｱﾔﾐ 済美高

1 94 矢口　瑠璃(3) ﾔｸﾞﾁ ﾙﾘ 県岐阜商高

2 78 棚橋　未稀(2) ﾀﾅﾊｼ ﾐｷ 市岐阜商高

3 123 日下部　友香(2) ｸｻｶﾍﾞ ﾄﾓｶ 済美高

4 141 萩野　愛菜(1) ﾊｷﾞﾉ ﾏﾅ 済美高

5 246 木村　美依奈(2) ｷﾑﾗ ﾐｲﾅ 恵那南高

6 134 石原　未結(1) ｲｼﾊﾗ ﾐﾕｳ 済美高

7

8

No 氏名 フリガナ 所属

女子　やり投(0.600kg)397 上津　希乃香(3) ｺｳｽﾞ ﾉﾉｶ 大垣養老高

328 笹山　美空(2) ｻｻﾔﾏ ﾐｸ 美濃加茂高

1 126 中村　朋美(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 済美高

2 97 小川　真子(2) ｵｶﾞﾜ ﾏｺ 県岐阜商高

3 324 奥村　彩夏(2) ｵｸﾑﾗ ｱﾔｶ 美濃加茂高

4 474 谷重　あさひ(1) ﾀﾆｼｹﾞ ｱｻﾋ 市岐阜商高

5 179 佐藤　夕華(2) ｻﾄｳ ﾕｳｶ 武義高

6

7

No 氏名 フリガナ 所属

女子　ハンマー投(4.000kg)111 大森　彩椰(3) ｵｵﾓﾘ ｻﾔ 済美高

126 中村　朋美(2) ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ 済美高

1 266 三田　美咲(2) ｻﾝﾀﾞ ﾐｻｷ 総合学園高

2 271 若杉　彩美(2) ﾜｶｽｷﾞ ｱﾔﾐ 総合学園高

3 139 鈴木　あん(1) ｽｽﾞｷ ｱﾝ 済美高

4 141 萩野　愛菜(1) ﾊｷﾞﾉ ﾏﾅ 済美高

5

6


