
第５０回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会 審判長 (トラック) 松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第5４回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第45回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 田中　里枝

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

14日 １００ｍ 立松　健宏 10.59 安井　章泰 10.72 浅岡　聖志 10.86 吉田　光一郎 10.93 中村　洋文 11.01 後藤　賢二 11.04 村田　智広 11.09 太田　三暁 11.31
風:-1.5 愛･笈瀬中教 静･ｽｽﾞｷ 愛･名古屋高教 愛･吉田音楽研究所 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･横須賀高教 三･JA三重中央会 岐･向陽中教

13日 ２００ｍ 向井　裕紀弘 21.55 板橋　慎治 21.68 安井　章泰 22.08 田中　星次 22.26 中村　洋文 22.28 小原　　尚 22.36 冨成　　仁 22.75 嶋屋　昌芳 22.76
風:+0.0 岐･岐阜県ｲﾍﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ 岐･西濃運輸 静･ｽｽﾞｷ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･三好中教 愛･豊田自動織機 愛･小島ﾌﾟﾚｽ

14日 ４００ｍ 向井　裕紀弘 47.91 松本　　卓 48.14 谷田　泰平 49.18 山田　慶一郎 50.00 原　　伸次 50.38 原　　勇太 50.59 本田　直也 50.92
男 岐･岐阜県ｲﾍﾞﾝﾄｽﾎﾟｰﾂ 静･ｽｽﾞｷ 岐･西濃運輸 岐･可児市役所 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･岡崎設計

13日 ８００ｍ 沼田　拓也  1:55.40 福澤　和久  1:55.43 粥川　隆弘  1:57.33 河村　康平  1:57.99 佐藤　彰紘  2:00.01 泉川　　拓  2:00.17 遠藤　憲一  2:00.75 淺沼　洋也  2:05.47
子 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･豊橋市役所 愛･ﾄﾖﾀ自動車 静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 愛･平野工業 岐･大垣消防組合 三･三重県庁

14日 １５００ｍ 尾田　賢典  3:49.90 内田　直将  3:50.31 林　　貴志  3:53.16 佐藤　良仁  3:55.05 松原　拓次  3:56.56 秋山　悟志  3:56.80 角田　達彦  3:56.91 高道　淳也  3:58.42
ト 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車 静･ﾕﾀｶ技研 愛･ﾄｰｴﾈｯｸ 愛･ﾄﾖﾀ紡織 静･ｽｽﾞｷ 愛･ﾄｰｴﾈｯｸ 三･八千代工業

14日 ５０００ｍ ﾏｰﾁﾝ ﾏｻｼ 13:16.52 ﾑﾜﾝｷﾞ ﾑﾘｷﾞ 13:28.25 ｳｨﾘｰ ｷﾙｲ 13:40.67 小林　史和 14:09.26 前田　貴史 14:09.82 白栁　智也 14:12.25 梅枝　裕吉 14:23.12 野宮　章弘 14:23.94
ラ 静･ｽｽﾞｷ IIR 愛･ﾄﾖﾀ自動車 IIR 愛･愛三工業 IIR 三･NTN 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･ﾄﾖﾀ紡織 三･NTN 愛･ﾄﾖﾀ自動車

13日 １００００ｍ ｼﾞｮﾝ ｶﾘｳｷ 27:47.85 ｼﾞｪｰﾑｽ ﾑﾜﾝｷﾞ 28:38.23 浜野　　健 29:02.18 河村　修一 29:03.43 北岡　幸浩 29:05.27 山下　直紀 29:06.37 秋山　悟志 29:08.79 北川　昌史 29:09.39
ッ 愛･ﾄﾖﾀ紡織 IIR 三･NTN 愛･ﾄﾖﾀ自動車 静･ｽｽﾞｷ 三･NTN 三･NTN 静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ

14日 １１０ｍＨ 吉岡　康典 13.90 久田　尚弥 14.14 石沢　雅俊 14.64 田中　清貴 15.21 大賀　　剛 15.97 二村　純市 16.10 北村　大吾 16.98
ク 風:+3.4 愛･JBR 愛･平野工業 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･共和ﾚｻﾞｰ 愛･明治安田生命保険 愛･JR東海 愛･ﾄﾖﾀ自動車

13日 ４００ｍＨ 河村　英昭 52.21 中田　和寿 52.75 石沢　雅俊 54.22 原　　勇太 54.29 千葉　晋也 55.22 山田　俊光 56.04 岡本　英洋 57.09
静･ｽｽﾞｷ 岐･恵那北高教 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･大和田学園教 長･ﾔﾏﾄﾔ 愛･五条高教

14日 ３０００ｍＳＣ 加藤　　聡  9:01.07 河合　祐介  9:01.84 春田　真臣  9:12.73 松岡　直希  9:41.41 中村　卓哉  9:41.56 松田　康成  9:48.45 今村　浩史  9:57.72 林　　弘和 10:30.29
愛･ﾄﾖﾀ自動車 三･柳河精機 三･NTN 愛･東邦高教 三･三菱化学四曰市 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･JR東海 岐･恵那市役所

14日 １００００ｍＷ 吉原　政人 43:00.28 木村　聡志 47:57.41 吉原　裕司 48:02.86 尾﨑　雄大 59:48.16
愛･ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ 愛･三菱重工業 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車

13日 ４×１００ｍ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 41.68 静･ｽｽﾞｷ 41.89 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 42.44 愛･豊田自動織機 44.48 三･日本特殊陶業 44.94 愛･JR東海 46.08
   伊藤　　智    小野　真二    石沢　雅俊    藤澤　幸弘    吉村　泰彦    二村　純市
   田中　星次    安井　章泰    森本　道範    川本　圭一    中川　忠則    上村　英樹
   原　　伸次    河村　英昭    嶋屋　昌芳    廣瀬　龍也    奥井　久登    橋本　　脩
   中村　洋文    松本　　卓    久野　俊輔    冨成　　仁    川北　崇裕    矢戸　陽介

14日 ４×４００ｍ 愛・トヨタ自動車  3:20.27 愛・小島プレス  3:27.46 静・スズキ  3:39.94
   中村　洋文    石沢　雅俊    河村　康平
   原　　勇太    久野　俊輔    秋山　悟志
   田中　星次    六浦　隆雄    吉原　一徳
   原　　伸次    田中　貴仁    佐藤　彰紘

13日 走高跳 字野　雅昭 1m90 図師　崇人 1m80 井端　義樹 1m80
男 愛･岡崎城西高教 愛･ﾄﾖﾀ車体 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車

14日 棒高跳 田村　雄志 5m00 小野　真二 4m80 飯田　敦彦 4m60
子 愛･三好高教 静･ｽｽﾞｷ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ

14日 走幅跳 出口　義人   7m46 嶋川　福太郎   7m33 斉藤　直樹   7m19 守安　政雄   7m12 森本　道範   7m11 北野　幸徳   7m03 小柳　貴英   6m97 後藤　厳和   6m78
フ 三･加美屋呉服店+0.1 愛･ﾛﾊｽﾌｰﾄﾞ+1.5 長･健導会-0.6 岐･西濃運輸-0.1 愛･小島ﾌﾟﾚｽ+0.0 長･塩尻市役所+1.3 長･岡谷鋼機+0.2 岐･ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ-0.2

13日 三段跳 宮崎　隆介  14m20 山本　雄介  14m18 近藤　　旭  13m80 美宅　正博  13m59 棚橋　拓水  13m44 矢戸　陽介  12m36 図師　崇人  12m09
ィ 愛･高木小教+0.0 愛･小島ﾌﾟﾚｽ+0.3 愛･ｼﾞｪｲﾃｸﾄ+0.0 愛･ﾄﾖﾀ自動車+0.3 岐･東濃実業高教+0.0 愛･JR東海+0.0 愛･ﾄﾖﾀ車体+0.5

13日 砲丸投 村川　洋平  18m04 加藤　源樹  13m93 村上　幸史  13m93 萩原　　睦  13m71 田中　信也  13m52
｜ 静･ｽｽﾞｷ NGR 愛･ﾄﾖﾀ自動車 静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 静･三島信用金庫

14日 円盤投 藤原　潤  49m46 村上　幸史  45m24 村川　洋平  44m55 飯田　敦彦  31m77
ル 三･八千代工業 静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ

14日 ハンマー投 久保　幸弘  60m72 宮本　昌彦  53m98 村川　洋平  50m37 池田　明由  49m49 須藤　淳  47m87 渡会　公貫  42m95 加藤　源樹  41m25 西脇　博之  35m38
ド 三･鳥羽高教 長･ﾊﾟﾜｰｽﾀｲﾙ 静･ｽｽﾞｷ 静･ｼﾞﾔﾄｺ 愛･ｻｶﾞﾐﾁｪｰﾝ 岐･飛翔の里生活の家 愛･ﾄﾖﾀ自動車 新･ｲﾝﾃﾘｱ信州

13日 やり投 村上　幸史  71m26 高木　俊寿  61m95 藤原　潤  60m50 飯田　敦彦  58m58 石沢　雅俊  56m13 田中　浩章  55m99 染井　啓利  38m92
静･ｽｽﾞｷ 岐･豊田ﾓｰﾀｰｽ 三･八千代工業 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･日本大学三島高教 三･松下電工伊勢

平成１８年５月１３日(土)～１４月(日)

[NNR:日本新記録 / NGR:大会新記録 / EGR:大会タイ記録 / IIR:実業団国際記録]



第５０回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会 審判長 (トラック) 松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第5４回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生
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日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成１８年５月１３日(土)～１４月(日)

14日 １００ｍ 水谷　敦子 12.24 吉村　美保 12.26 吉村　美紀 12.32 中野　友紀 12.82 山﨑　由加里 12.84 森島　一美 13.06 藤原　香織 13.54
風:-0.0 岐･岐阜農林高教 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･平野工業 愛･ﾄﾖﾀ自動車 長･ﾔﾏﾄﾔ

13日 ２００ｍ 五明　淑恵 24.93 吉村　美紀 24.99 新谷　美佳 25.00 吉村　美保 25.05 伊藤　佳奈恵 25.81 山﨑　由加里 25.91 大沼　芽生 26.14
風:+0.0 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 三･亀山中教 愛･平野工業 愛･ﾄﾖﾀ自動車

女 14日 ４００ｍ 新谷　美佳 57.69 森島　一美 60.00 林　加世子 61.12 山口　真季 62.21
愛･小島ﾌﾟﾚｽ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･ﾄﾖﾀ自動車

子 13日 ８００ｍ 上田　侑紀  2:16.18 佐野　奈々絵  2:16.49 山本　明日香  2:17.50 伊東　優子  2:19.37 小川　彩香  2:22.35 横井　有美  2:24.52 北本　絢子  2:25.76 松本　恵里佳  2:26.47
静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 愛･愛知電機 愛･愛知電機 愛･小島ﾌﾟﾚｽ

ト 14日 １５００ｍ  ﾙｰｼｰ ﾜｺﾞｲ  4:16.66 ﾐﾘｨ ﾜﾝｶﾞﾘ  4:28.96 上田　侑紀  4:30.74 宮下　沙希  4:33.92 宮崎　　恵  4:45.99 一柳　りえ  4:46.69 光田　季香  5:04.11 溝上　　優  5:06.93
静･ｽｽﾞｷ IIR 三･ﾃﾞﾝｿｰ 静･ｽｽﾞｷ 静･ﾕﾀｶ技研 静･ﾕﾀｶ技研 三･ﾃﾞﾝｿｰ 愛･豊田合成 静･ﾕﾀｶ技研

ラ 14日 ５０００ｍ  ﾙｰｼｰ ﾜｺﾞｲ 15:39.72 加藤　あすか 16:17.61 後藤　由華子 16:19.41 宗正　美海 16:28.68 丸毛　静香 16:33.79 赤川　香織 16:41.82 野村　利奈 16:55.73 山中　美紀 17:32.52
静･ｽｽﾞｷ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 静･ｽｽﾞｷ 静･ﾕﾀｶ技研 愛･愛知電機

ッ 13日 １００００ｍ 大南　博美 32:20.14 後藤　由華子 33:15.39 高橋　紀衣 33:29.69 田辺　かおり 33:40.89 吉田　真由美 33:47.12 大川　　都 34:19.07 大串　千佳子 34:30.15 小田　依子 35:03.32
愛･ﾄﾖﾀ車体 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･ｽｽﾞｷ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 静･ｽｽﾞｷ 愛･愛知電機 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･ﾕﾀｶ技研

ク 14日 １００ｍＨ 池田　久美子 13.54 山﨑　由加里 13.87 中田　有紀 14.16 平出　奈津子 14.35 阪野　裕子 14.62 岩切　啓子 14.95 岩脇　真奈美 15.57
風:+0.0 静･ｽｽﾞｷ NGR 愛･平野工業 愛･日本保育ｻｰﾋﾞｽ 岐･多治見工高教 愛･栄ｸﾘﾆｯｸ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･小島ﾌﾟﾚｽ

13日 ４００ｍＨ 阪野　裕子 61.68 平出　奈津子 63.53 林　加世子 65.32 佐藤　恵梨香 79.33
愛･栄ｸﾘﾆｯｸ 岐･多治見工高教 愛･ﾄﾖﾀ自動車 静･ｽｽﾞｷ

14日 ５０００ｍＷ 秋葉　真弓 25:17.85
愛･ﾄﾖﾀ自動車 NGR

13日 ４×１００ｍ 愛･ﾄﾖﾀ自動車 47.73 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 48.00
   森島　一美 NGR    岩脇　真奈美 EGR
   大沼　芽生    新谷　美佳
   吉村　美紀    中野　友紀
   吉村　美保    五明　淑恵

14日 ４×４００ｍ 愛・トヨタ自動車  3:58.66 静・スズキ  4:01.48 愛・小島プレス  4:10.88 三･ﾃﾞﾝｿｰ  4:13.61 静･ﾕﾀｶ技研  4:17.84
   森島　一美    山本　明日香    中野　友紀    一柳　りえ    宮下　沙希
   林　加世子    上田　侑紀    新谷　美佳    丸毛　静香    宮崎　　恵
   山口　真季    ﾙｰｼｰ ﾜｺﾞｲ    松本　恵里佳    小川　彩香    野村　利奈
   吉村　美紀    佐野　奈々絵    岩脇　真奈美    ﾐﾘｨ ﾜﾝｶﾞﾘ    ｴﾊﾞﾘﾝ ﾜﾝﾎﾞｲ

14日 走高跳 日高　里子 1m70 中田　有紀 1m70 松下　小織 1m60
愛･ﾄﾖﾀ自動車 愛･日本保育ｻｰﾋﾞｽ 静･ｲｹﾀﾞ

女 14日 走幅跳 池田　久美子   6m20 三澤　涼子   5m78 水谷　敦子   5m57 岩切　啓子   5m39 岩脇　真奈美   5m30 谷澤　陽子   5m22 中野　友紀   5m11 神谷　有佳里   4m98
子 静･ｽｽﾞｷ +0.9 長･ﾔﾏﾄﾔ+ 0.6 岐･岐阜農林高教 -0.1 愛･ﾄﾖﾀ自動車 +1.0 愛･小島ﾌﾟﾚｽ -0.4 岐･岐阜東高教 +0.1 愛･小島ﾌﾟﾚｽ -0.4 愛･ﾄﾖﾀ自動車 +1.2
フ 13日 三段跳 三澤　涼子  12m23 谷澤　陽子  11m59 神谷　有佳里  10m16
ィ 長･ﾔﾏﾄﾔ +0.0 岐･岐阜東高教 +0.5 愛･ﾄﾖﾀ自動車 +0.0
｜ 13日 砲丸投 中村　隆代  12m14 杉浦　真由美  10m77 影山　富子   9m40
ル 三･松阪商高教 三･阿久比中教 静･ｽｽﾞｷ
ド 14日 円盤投 室伏　由佳  53m72 影山　富子  40m97

愛･ﾐｽﾞﾉ 静･ｽｽﾞｷ
14日 ハンマー投 室伏　由佳  62m20 影山　富子  25m03

愛･ﾐｽﾞﾉ 静･ｽｽﾞｷ
13日 やり投 山本　晴美  43m90 杉浦　真由美  31m79

長･電算 三･阿久比中教
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第５０回中部実業団対抗陸上競技大会　兼海外派遣選考会 審判長 (トラック) 松岡　洋明 入賞者一覧表

兼　第5４回全日本実業団陸上競技選手権大会予選会 (跳　　躍) 杉山　美生

兼　秩父宮賜杯第45回実業団・学生対抗陸上競技大会選考会 (投　　擲) 田中　里枝

記録主任 安福　弘典 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

平成１８年５月１３日(土)～１４月(日)

ジュニア種目
13日 １５００ｍ 田口　裕弥  3:59.37 山本　和弘  3:59.79 塩田　好彬  4:01.21 馬田　　剛  4:03.77 畑田　直樹  4:05.20 薮井　裕二  4:07.23 大津山　隆也  4:07.72 阿部　晃幸  4:16.80

愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･愛知製鋼 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･愛三工業 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･愛知電機 愛･中央発條 愛･中央発條
14日 ５０００ｍ 山本　和弘 15:01.24 塩田　好彬 15:05.08 田口　裕弥 15:05.28 馬田　　剛 15:05.99 佐々木　晃弥 15:21.04 大津山　隆也 15:50.44 西山　羅武 16:29.38 阿部　晃幸 16:38.71

愛･愛知製鋼 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･愛三工業 愛･ﾄﾖﾀ紡織 愛･中央発條 愛･中央発條 愛･中央発條
13日 ３０００ｍ 上田　侑紀  9:36.57 宗正　美海  9:38.59 宮下　沙希  9:40.49 宮崎　　恵  9:54.22 高田　智美 10:09.90 大石　朋美 10:20.87 宮川　聖加 10:28.50 瀧澤　弥生 10:29.08

静･ｽｽﾞｷ 三･ﾃﾞﾝｿｰ 静･ﾕﾀｶ技研 静･ﾕﾀｶ技研 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･ｽｽﾞｷ 愛･愛知電機 静･ｽｽﾞｷ
３０歳以上種目

14日 １００ｍ 戸川　健司 11.09 盛　　昭夫 11.23 島崎　利彦 11.59 牧　　良光 11.87 小川　裕之 12.26
風:+2.6 岐･本荘中教 愛･ﾃﾞﾝｿｰ 岐･白鳥中教 愛･名古屋東税務署 愛･ﾃﾞﾝｿｰ

14日 １５００ｍ 桑本　　聡  4:07.32 池田　昌雄  4:10.43 佐藤　和仁  4:11.60 杉山　純一  4:16.04 松石　正勝  4:16.87 羽根　正樹  4:26.22 福山　　彰  4:27.93 森田　俊一  4:49.82
静･ｽｽﾞｷ 愛･内外ｶｰﾎﾞﾝｲﾝｷ 岐･美濃市役所 愛･明治ﾁｭｰｲﾝｶﾞﾑ 三･NTT西日本東海 三･三重県庁 岐･ﾃﾞﾝｿｰｸﾘｴｲﾄ 愛･東急ｺﾐｭﾆﾃｨｰ

４０歳以上種目
14日 １５００ｍ 浜地　　守  4:28.94 清水　有樹  4:35.29 塚原　良裕  4:39.70 谷口　博幸  4:43.35 高橋　文浩  4:53.53

三･NTN三雲 愛･ｱｲｼﾝ精機 岐･蘇原第一小教 愛･中部電力 愛･庄内RT
オープン種目

13日 ５０００ｍ 上口　広之 14:20.82 吉原　一徳 14:22.48 佐藤　良仁 14:23.05 高道　淳也 14:23.76 島崎　　真 14:26.98 原　　洋平 14:29.46 政綱　孝之 14:32.26 前田　昌紀 14:34.63
静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ 愛･ﾄｰｴﾈｯｸ 三･八千代工業 愛･ﾄｰｴﾈｯｸ 三･八千代工業 静･ｽｽﾞｷ 愛･中央発條

13日 ５０００ｍ 坂井　俊介 14:42.80 三嶋　淳司 14:42.89 前田　健太 14:49.24 木俣　裕樹 14:53.76 平野　　晃 14:53.92 佐藤　慎吾 15:00.69 松嶋　　淳 15:10.10 虎沢　峰敏 15:13.35
愛･中央発條 愛･ﾄｰｴﾈｯｸ 三･柳河精機 三･柳河精機 三･柳河精機 三･柳河精機 愛･愛知製鋼 三･八千代工業

14日 ５０００ｍ 仲西　千幸 16:17.43 高橋　紀衣 16:20.51 大串　千佳子 16:57.62 小田　依子 17:04.00 小山　真子 17:04.64 徳田　紀子 17:16.30 高木　　笑 18:13.74

三･ﾃﾞﾝｿｰ 静･ｽｽﾞｷ 愛･小島ﾌﾟﾚｽ 静･ﾕﾀｶ技研 静･ｽｽﾞｷ 静･ﾕﾀｶ技研 静･ｽｽﾞｷ
13日 １００００ｍ 赤川　香織 33:12.50 小山　真子 34:47.38

静･ｽｽﾞｷ 静･ｽｽﾞｷ
14日 ３０００ｍＳＣ 佐野　奈々絵 10:42.56

静･ｽｽﾞｷ NGR
13日 棒高跳 前田　朋子 3m70

愛･中京大職
招待高校リレー

14日 ４×１００ｍ 中津商 43.08 県岐阜商 43.81 大垣工 43.98 市岐阜商 44.07 各務原 44.57 長良 44.71 大垣商 45.71
   波多野　慈之    柘植　佑大    小窪　祐太    後藤　隆宏    田中　幸治郎    臼井　大貴    南林　祐介
   小幡　　亮    加藤　慶大    神田　竜一    藤本　将平    五島　英希    篠田　　航    古市　佳祐
   岩久　高大    清水　隆弘    森本　義幸    宮之上　学    宮崎　　豊    森　　　昇    平塚　雅樹
   土井　友裕    鈴木　大介    橋本　幸男    永田　吉宏    清水　博雄    奉城　考克    森　　俊輔

14日 ４×１００ｍ 中津商 49.99 長良 50.49 大垣商 50.64 斐太 53.69 県岐阜商 59.23
   寺田　亜矢    三村　彩華    藤墳　奈津美    盤所　美穂    下道　美奈
   松葉　香織    伊藤　明日香    竹中　恵里    田之本　麻衣    吉田　麻佑
   内田　陽子    堀　ひかり    大橋　亜衣未    安江　亜由美    青山　佑香
   稲葉　綾佳    澤田　真那    説田　真由子    石原　麻美    鷲見　有香
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