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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 村田　和哉 10.46/+1.9

NGRユティック・福井

川上　真弥 10.46/+1.9

NGR飯田病院・長野

東　魁輝 10.48/+1.9

NGRNTN・三重

梨本　真輝 10.60/+0.5

NTN・三重

中川　想基 10.69/+1.9

デンソー大安・三重

白木　謙吉 10.69/+1.9

岐阜アスリート・岐阜

川喜田　剛志 10.72/+0.5

ＮＴＮ三重・三重

千種　紹弘 10.77/+0.5

NTN三重製作所RC・三重

２００ｍ 村田　和哉 21.21/+0.5

ユティック・福井

川上　真弥 21.29/+0.5

飯田病院・長野

東　魁輝 21.33/+0.5

NTN・三重

中川　想基 21.42/+0.5

デンソー大安・三重

伊藤　舞樹 21.57/+0.5

ＮＴＮ三重・三重

千種　紹弘 21.73/+0.7

NTN三重製作所RC・三重

川喜田　剛志 21.82/+1.1

ＮＴＮ三重・三重

中野　弘幸 21.84/+0.7

安城中部小教・愛知

４００ｍ 東　魁輝 47.83

NTN・三重

岩田　晃 48.44

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ・長野

稲垣　夏生 49.19

NTN三重製作所RC・三重

阿部　誉史 49.38

三菱自動車岡崎・愛知

喜多嶋　勝平 49.56

デンソー大安・三重

長谷川　慎 49.60

トヨタ自動車・愛知

三ッ石　達也 49.88

トヨタ自動車・愛知

多田　光佑 50.30

ＮＴＮ三重・三重

８００ｍ 木屋川内　浩二  1:56.39

トヨタ自動車・愛知

長江　定矢  1:57.93

NTN桑名・三重

坂　直哉  1:59.77

NTN桑名・三重

竹下　航世  2:00.24

小島プレス・愛知

安井　悠人  2:00.51

関高・岐阜

澤田　春聖  2:03.64

山県高・岐阜

吉村　拓也  2:04.93

トヨタ自動車・愛知

梶原　佑太  2:05.85

大垣商高・岐阜

１５００ｍ 坂　直哉  4:04.66

NTN桑名・三重

加藤　聡  4:05.78

トヨタ自動車・愛知

竹中　泰知  4:08.63

伊賀市役所・三重

残馬　渉太  4:18.19

大垣東高・岐阜

遠藤　憲一  4:18.69

大垣消防組合・岐阜

田口　裕也  4:20.96

可児高・岐阜

榊原　聡  4:22.97

中発みよし・愛知

長澤　勝利  4:23.75

川崎重工・岐阜

５０００ｍ 竹内　颯 14:30.18

NTN・三重

長谷川　裕介 14:35.21

NTN・三重

齋田　直輝 14:38.25

NTN・三重

川添　杏太 14:43.31

トーエネック・愛知

山口　真弘 14:53.62

小島プレス・愛知

小辻　貴史 15:15.85

愛知製鋼・愛知

竹中　泰知 15:33.49

伊賀市役所・三重

江本　悟司 15:40.64

三菱自動車岡崎・愛知

１００００ｍ ｼﾞｪｰﾑｽ ﾙﾝｶﾞﾙ 27:30.17

中央発條・愛知

ﾋﾗﾑ ｶﾞﾃﾞｨｱ 27:30.75

トヨタ自動車・愛知

ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ﾜｳｴﾙ 27:40.23

NTN・三重

ﾊﾟﾄﾘｯｸﾑｴﾝﾄﾞ ﾑﾜｶ 27:42.03

愛三工業・愛知

ﾛｼﾞｬｰｽﾁｭﾓ ｹﾓｲ 28:00.13

愛三工業・愛知

ﾏﾁｬﾘｱ ﾃﾞｨﾗﾝｸﾞ 28:03.47

愛知製鋼・愛知

服部　勇馬 28:09.74

トヨタ自動車・愛知

大石　港与 28:10.45

トヨタ自動車・愛知

１１０ｍＨ

(1.067m)

岩船　陽一 13.85/+1.2

NGRサンメッセ・岐阜

和戸　達哉 13.94/+1.2

NGR岐阜県体育協会・岐阜

川尻　章文 15.42/+1.2

大垣東高・岐阜

相良　英優 15.48/+1.2

関市立緑ヶ丘中教・岐阜

富田　慎之介 15.66/+0.0

多治見高・岐阜

赤羽　巧 15.75/+1.2

トヨタ自動車・愛知

多和田　旭 15.85/+1.2

大垣商高・岐阜

野村　直利 16.00/+0.0

多治見北高教・岐阜

４００ｍＨ

(0.914m)

喜多嶋　勝平 54.15

デンソー大安・三重

平田　和之 55.10

トヨタ紡織RC・愛知

鈴木　大地 56.90

白寿生科学・静岡

亀坂　晃司 57.07

トヨタ自動車・愛知

棚橋　陸 58.90

美濃加茂高・岐阜

窪田　航平 59.01

大垣東高・岐阜

吉田　雅人  1:00.22

麗澤瑞浪ＡＣ・岐阜

加藤　和磨  1:01.30

美濃加茂高・岐阜

５０００ｍＷ 西塔　拓己 19:10.25

NGR愛知製鋼・愛知

大坪　鷹人 22:48.47

アルペン・愛知

田口　隼也 23:37.50

市岐阜商高・岐阜

尾崎　雄大 26:38.27

トヨタ自動車・愛知

４×１００ｍ NTN･三重 41.14

九鬼　巧

東　魁輝

梨本　真輝

松尾　慎太郎

トヨタ自動車A･愛知 41.51

渡邉　圭一郎

田中　星次

新城　健斗

千田　勇司

トヨタ自動車B･愛知 42.27

山西　練

長谷川　慎

木屋川内　浩二

三ッ石　達也

大垣商高･岐阜 43.60

河村　真毅

松岡　優輝

深川　蒼太

小川　銀路

中津商業高･岐阜 43.67

小木曽　晴人

服部　来夢

石川　心穏

藤井　晃大

関高･岐阜 44.50

多治見　尚希

横田　朗

木下　智貴

櫻田　涼佑

長良高A･岐阜 44.56

石原　晴生

峯浦　惇

浅川　綾也

水野　憲志郞

トヨタ自動車C･愛知 45.12

長末　慎之介

八十田　俊

松本　滉生

山本　聖途

走高跳 井戸田　峻 2m12

NGR同志社大学・岐阜

片平　大地 2m09

ｱｲ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ・長野

佐々木　竜一 2m06

京都産業大職・京都

道脇　大斗 2m00

東山小教・愛知

真鍋　周平 1m95

トヨタ自動車・愛知

福良　翔 1m95

東京ﾄﾞｰﾑｽﾎﾟｰﾂ・静岡

松本　滉生 1m90

トヨタ自動車・愛知

八十田　俊 1m90

トヨタ自動車・愛知

棒高跳 山本　聖途 5m20

NGRトヨタ自動車・愛知

各務　博紀 土岐走友・岐阜 4m40

望田　康太 県岐阜商高・岐阜

細田　真広 4m00

中部電力・大阪

走幅跳 松原　瑞貴   7m57/+1.8

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・新潟

東　孝一   7m39/+1.1

小島プレス・愛知

林　風汰   7m30/+0.7

NTN・三重

木村　友紀   7m23/+1.1

春日井市立中部中教・愛知

佐藤　賢一   7m22/+1.1

松本県ヶ丘高教・長野

安藤　太志   7m04/-0.7

小島プレス・愛知

品田　直宏   6m94/+0.2

岐阜経済大学職・岐阜

高田　裕大   6m94/+0.6

修文女子高教・愛知

三段跳 黒田　寛亮  15m17/-0.1

日立ICTﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ・神奈川

佐藤　賢一  15m06/+0.1

松本県ヶ丘高教・長野

木村　友紀  14m83/+0.3

春日井市立中部中教・愛知

松下　元  14m58/+0.8

天竜森林組合・静岡

花井　貴弘  14m33/-0.2

土岐走友・岐阜

原　レノン  14m16/+0.0

美濃加茂高・岐阜

八十田　俊  13m66/-0.6

トヨタ自動車・愛知

辻田　剛史  13m51/+0.3

中部電力・静岡

男子

砲丸投

(7.260kg)

湯上　剛輝  14m86

トヨタ自動車・愛知

大山　祐史  14m08

三重県体育協会職・三重

久保　浩司  14m03

名古屋大谷高教・愛知

小田井　隆幸  11m58

ジヤトコ・静岡

中村　友昭  11m39

三重県庁・三重

上原　隆伸  11m02

ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・長野

男子一般

砲丸投

(6.000kg)

清水　岳  11m42

多治見高・岐阜

男子高校

円盤投

(2.000kg)

湯上　剛輝  56m08

NGRトヨタ自動車・愛知

大山　祐史  47m35

三重県体育協会職・三重

藤原　潤  45m13

八千代工業・三重

ディーン　元気  45m00

ミズノ・愛知

上原　隆伸  35m72

ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・長野

中村　友昭  33m87

三重県庁・三重

杉浦　匠  33m19

トヨタ自動車・愛知

平松　忠浩  32m60

アルプロン製薬・東京

ハンマー投

(7.260kg)

田中　透  63m45

岐阜経済大学職・岐阜

久保　浩司  63m06

名古屋大谷高教・愛知

倉田　直人  60m08

丸和運輸機関・福岡

上原　隆伸  48m45

ﾌﾟﾛﾃｯｸｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・長野

上條　健  27m49

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ・長野

西脇　博之  26m01

TONOMEDECOLERIOR信・滋賀

男子一般

やり投

(0.800kg)

荒井　謙  69m58

七十七銀行・宮城

八木　一憲  67m05

半田特別支援学校教・愛知

下り藤　修大  61m15

小島プレス・愛知

高須賀　稜  60m63

岐阜経済大・岐阜

榊原　寛紀  58m97

豊田自動織機・愛知

山崎　圭太  58m42

岐阜陸上競技協会・岐阜

蔭浦　隆博  53m78

トヨタ自動車・愛知

中村　光隆  49m89

岐阜陸上競技協会・岐阜

男子

凡例（NGR:大会新記録）
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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
１００ｍ 今井　沙緒里 11.78/+1.6

NGR飯田病院・長野

寺井　美穂 12.04/+1.6

ユティック・福井

名倉　千晃 12.18/+1.6

NTN・三重

中尾　優里 12.38/+1.6

小島プレス・愛知

瀧澤　祐未 12.47/+1.6

松本市医師会・長野

山田　舞 12.50/+2.0

七十七銀行・宮城

一色　美咲 12.56/+1.6

NTN・三重

西村　菜沙 12.58/+2.0

長良高・岐阜

２００ｍ 今井　沙緒里 23.91/+0.7

NGR飯田病院・長野

名倉　千晃 24.67/+0.7

NTN・三重

寺井　美穂 24.79/+0.7

ユティック・福井

大月　菜穂子 25.42/+0.7

NTN・三重

山田　舞 25.43/+0.7

七十七銀行・宮城

柴田　絹子 25.61/+2.2

多治見北高・岐阜

齋藤　真佑 25.75/+2.2

七十七銀行・宮城

松田　絵梨 25.77/+2.2

七十七銀行・宮城

４００ｍ 新宅　麻未 55.12

NGRｱｯﾄﾎｰﾑ陸上部・東京

大月　菜穂子 56.17

NGRNTN・三重

山田　舞 57.69

七十七銀行・宮城

倉澤　理絵 58.41

七十七銀行・宮城

佐藤　朋子 59.22

岐阜経済大・岐阜

大谷　友梨恵 59.23

加藤建設・愛知

伊藤　愛海  1:00.42

七十七銀行・宮城

相田　彩菜  1:03.14

白寿生科学・静岡

１５００ｍ 神出　汐里  5:10.96

可児高・岐阜

安藤　結友  5:18.28

多治見北高・岐阜

３０００ｍ 竹内　麻里子  9:43.13

小島プレス・愛知

髙木　明日加  9:46.56

小島プレス・愛知

山本　彩乃  9:46.78

小島プレス・愛知

中野　彩紗美 10:34.41

県岐阜商高・岐阜

栗田　奈奈 11:25.61

県岐阜商高・岐阜

１００ｍＨ

(0.840m)

野村　有香 14.11/+1.2

福井銀行・福井

遠山　実希 14.21/+1.2

トヨタ自動車・愛知

齋藤　真佑 14.49/+1.2

七十七銀行・宮城

中田　有紀 14.73/+1.2

日本保育ｻｰﾋﾞｽ・愛知

大谷　友梨恵 14.85/+1.2

加藤建設・愛知

竹原　史恵 15.26/+1.0

長谷川体育施設・茨城

小林　もえか 15.43/+1.0

中津商業高・岐阜

高瀬　唯奈 15.44/+1.0

県岐阜商高・岐阜

４００ｍＨ

(0.762m)

吉良　愛美 57.41

NGRｱｯﾄﾎｰﾑ陸上部・東京

宇都宮　絵莉 59.37

NGR長谷川体育施設・兵庫

齋藤　真佑  1:00.56

NGR七十七銀行・宮城

大谷　友梨恵  1:01.23

加藤建設・愛知

矢野　美幸  1:01.52

長谷川体育施設・東京

松田　絵梨  1:03.43

七十七銀行・宮城

伊藤　愛海  1:06.56

七十七銀行・宮城

玉川　裕美子  1:08.41

県岐阜商高・岐阜

５０００ｍＷ 大和　千秋 23:08.71

飯田病院・長野

上野　侑香 25:36.74

日本陸送・三重

４×１００ｍ 七十七銀行･宮城 47.84

齋藤　真佑

山田　舞

倉澤　理絵

伊藤　愛海

大垣商高･岐阜 49.97

久保田　朱音

三輪　由梨奈

渡邉　明花

加藤　志歩

長良高A･岐阜 50.14

高橋　みく

西村　菜沙

後藤　玲奈

髙橋　奈七

美濃加茂高A･岐阜 50.30

二階堂　亜海

井戸　祐里奈

小島　日那

片岡　宝子

美濃加茂高B･岐阜 52.51

原　菜理咲

久木野　早耶

川守　量子

纐纈　萌々華

多治見北高･岐阜 54.20

奥村　有紀

柴田　絹子

水野　十萌

佐藤　藍子

大垣東高･岐阜 54.28

菊地　優花

中迫　志穂子

尾藤　百音

中津川　翔子

長良高B･岐阜 54.48

服部　奈々美

堀　優希

野村　未桜

本田　響子

走高跳 戸谷　真理子 1m65

飯田市立緑ヶ丘中教・長野

石飛　沙織 1m60

トヨタ自動車・愛知

中島　梨里 1m55

豊田自動織機・愛知

大坪　実央 1m50

県岐阜商高・岐阜

花島　亜美 1m50

県岐阜商高・岐阜

梅田　実央梨 1m45

県岐阜商高・岐阜

尾関　奈美 1m45

中津商業高・岐阜

走幅跳 宮坂　楓   6m41/+1.7

NGRニッパツ・神奈川

平加　有梨奈   5m74/+0.7

ニッパツ・神奈川

宇都宮　絵莉   5m65/-1.7

長谷川体育施設・兵庫

中田　有紀   5m63/+1.8

日本保育ｻｰﾋﾞｽ・愛知

中尾　優里   5m61/+0.5

小島プレス・愛知

小木曽　麻佑   5m49/+1.5

岐阜県体育協会・岐阜

海津　舞子   5m32/+1.6

H.A.C.・岐阜

遠山　実希   5m23/+0.5

トヨタ自動車・愛知

三段跳 宮坂　楓  13m52/+0.7

NGRニッパツ・神奈川

三澤　涼子  12m21/+1.2

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ・長野

小木曽　麻佑  12m12/+1.2

岐阜県体育協会・岐阜

山下　留奈  10m63/+0.3

小島プレス・愛知

田宮　百華  10m56/+3.5

本巣松陽高・岐阜

高橋　みく  10m40/+1.3

長良高・岐阜

服部　奈々美   9m83/-2.6

長良高・岐阜

野原　久湖   9m64/-1.4

大垣東高・岐阜

砲丸投

(4.000kg)

徳岡　沙織  11m85

NGR修文女子高教・愛知

杉浦　真由美   9m49

東浦中教・愛知

遠山　実希   9m39

トヨタ自動車・愛知

高橋　奈々   8m61

美濃加茂高・岐阜

近藤　舞由子   8m10

本巣松陽高・岐阜

佐藤　悠莉   8m06

可児高・岐阜

円盤投

(1.000kg)

敷本　愛  47m41

新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC・新潟

徳岡　沙織  43m03

修文女子高教・愛知

大橋　愛実  28m00

大垣商高・岐阜

廣田　絵梨香  27m64

NTN桑名・三重

高橋　奈々  25m20

美濃加茂高・岐阜

平山　菜々子  24m97

本巣松陽高・岐阜

小坂　菜々美  24m12

大垣商高・岐阜

ハンマー投

(4.000kg)

渡邊　茜  61m31

丸和運輸機関・福岡

知念　春乃  55m24

日本体育施設・福岡

岡　瑞姫  39m19

林口工業・三重

清水　香伽  31m99

岐阜総合学園高・岐阜

冨永　幸花  31m25

岐阜総合学園高・岐阜

村木　亜衣  28m99

岐阜総合学園高・岐阜

平山　菜々子  25m61

本巣松陽高・岐阜

淺田　紗希  25m30

岐阜総合学園高・岐阜

やり投

(0.600kg)

宮下　梨沙  56m54

NGR薫英女学院教・大阪

的場　葉瑠香  46m35

大阪ガス近畿・大阪

大橋　愛実  40m29

大垣商高・岐阜

中田　有紀  38m88

日本保育ｻｰﾋﾞｽ・愛知

伊藤　優希  37m48

中部学院大学・岐阜

堀　優希  35m33

長良高・岐阜

高橋　怜奈  34m82

岐阜城北高・岐阜

本田　響子  34m31

長良高・岐阜

女子

４×１００ｍ 美濃加茂ｼﾞｭﾆｱA･岐阜 52.75

汐満　一真

田家　瑞輝

田家　颯輝

亀山　祥吾

土岐おりべ･岐阜 52.82

柴田　珀瑠

小田　唯斗

齋藤　博耶

松本　吏功

精華SC･岐阜 53.83

戸川　颯太

堀　弥優

小川　椋右

片岡　英俊

中津川ｼﾞｭﾆｱA･岐阜 56.42

安田　朋樹

奥村　竜二

清水　陽翔

酒井　空

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱB･岐阜 57.65

柳原　一心

林　裕太

三輪　汰雅

堀野　晶矢

中津川ｼﾞｭﾆｱB･岐阜  1:00.29

木村　圭汰郎

山田　万温

新田　元椰

糸魚川　武蔵

男子招待
小学生

４×１００ｍ たかとみSC･岐阜 55.78

恩田　智加

岡田　麻鈴

秋月　涼子

山脇　香蘭

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱA･岐阜 56.37

神田　頼奈

近藤　佑美

清田　彩由里

井戸ｼﾞｪｼｶ果林

美濃加茂ｼﾞｭﾆｱB･岐阜 59.87

清水　希愛

尾関　美咲

磯谷　和

松田　紗奈

中津川ｼﾞｭﾆｱA･岐阜  1:00.01

勝　瑞希

土田　莉愛

紀岡　芽依

志津　明純花

瑞浪土岐･岐阜  1:00.58

太田　優羽

竹中　星七

榎木　里奈

伊藤　萌那

土岐おりべ･岐阜  1:00.83

中村　有沙

加藤　百菜

大倉　和珠

板頭　夏奈

多治見Jr･岐阜  1:01.63

小木曽　莉珠

高梨　遥野

浅谷　美侑

伊藤　さくら

中津川ｼﾞｭﾆｱB･岐阜  1:06.05

柴　彩月

藤井　真奈

三尾　純星

田口　由菜

女子招待
小学生

凡例（NGR:大会新記録）


