
陸上

1 太田 和憲 岐阜県立岐阜商業高等学校（教員）

2 鈴木 修平 岐阜県立岐南工業高等学校（教員）

3
100m

4×100mﾘﾚｰ
青山 昇也 順天堂大学

4
4×100mﾘﾚｰ

混合4×400mﾘﾚｰ
小池 譲也 岐阜県立下呂特別支援学校（教員）

5 800m 早川 龍斗 岐阜協立大学

6 やり投 朝田 康聖 大阪教育大学

7
400mハードル
4×100mﾘﾚｰ

混合4×400mﾘﾚｰ
細野 颯人 立命館大学

8 砲丸投 稻福 颯 中京大学

9 800m 下畑 文乃 京都教育大学

10
400mハードル
4×100mﾘﾚｰ

吉田 佳純 駿河台大学大学院

11 5000m競歩 中野 彩月 金沢学院大学

12
4×100mﾘﾚｰ

混合4×400mﾘﾚｰ
森 樺音 筑波大学

13 棒高跳 間宮 里菜 スポーツクラブアクトス

14 ハンマー投 杉山 文美 岐阜協立大学

15
300m

4×100mﾘﾚｰ
混合4×400mﾘﾚｰ

甲南大学

16
100m

4×100mﾘﾚｰ
混合4×400mﾘﾚｰ

笘篠 尚太 岐阜県立岐阜商業高等学校

17
300m

4×100mﾘﾚｰ
混合4×400mﾘﾚｰ

牧村 悠矢 岐阜県立岐阜商業高等学校

18
やり投

4×100mﾘﾚｰ
長尾 怜音 岐阜市立岐阜商業高等学校

19 ハンマー投 柘植 大和 岐阜市立岐阜商業高等学校

20 共通800m 中川 拓海 岐阜県立益田清風高等学校

21 5000m 織橋 巧 中京高等学校

22
100m

4×100mﾘﾚｰ
佐々木 琉羽 岐阜聖徳学園高等学校

23 円盤投 田中 伸明 岐阜市立岐阜商業高等学校

24
3000m

4×100mﾘﾚｰ
渡邊 颯汰 麗澤瑞浪高等学校

25 少年女子Ａ
100m

4×100mﾘﾚｰ
東名 明紅 済美高等学校

勤務先・学校名

井戸 アビゲイル 風果

岐阜県選手団名簿
第77回国民体育大会　いちご一会とちぎ国体

№
監督
選手

種別 種目 氏 名

水泳（競泳、オープンウォータースイミング）、ビーチバレーボール、弓道は会期前競技のため省略

監督 全種別

成年男子

成年女子

少年男子Ａ

少年男子Ｂ

選手



26
300m

4×100mﾘﾚｰ
混合4×400mﾘﾚｰ

大洞 真央 岐阜県立岐阜高等学校

27 3000m 瀬木 彩花 美濃加茂高等学校

28
300mハードル
4×100mﾘﾚｰ

荒井 冬彩 岐阜県立益田清風高等学校

29 やり投 櫻井 希美 済美高等学校

30
4×100mﾘﾚｰ

混合4×400mﾘﾚｰ
前出 心美 済美高等学校

31 少年女子Ｂ
100mハードル
4×100mﾘﾚｰ

蒲 凛香 高山市立日枝中学校

サッカー

1 監督 成年男子 野田 優介 株式会社岐阜フットボールクラブ

2 月成 大輝 岐阜県立大垣特別支援学校（教員）

3 井上 廉 株式会社西設備

4 松﨑 亮凱 岐阜協立大学

5 𠮷田 光輝 株式会社西設備

6 阿蘇品 ひろし コープぎふ

7 田中 啓之 岐阜県立東濃特別支援学校（教員）

8 山本 賢也 株式会社西設備

9 渡邉 有作 コープぎふ

10 緑 悟 岐阜市消防本部

11 横山 智也 岐阜協立大学

12 川端 壮太 岐阜県立大垣特別支援学校（教員）

13 市村 駿成 岐阜協立大学

14 鬼頭 克満 岐阜協立大学

15 礒部 楓也 コープぎふ

16 河野 公寿 コムネックスみづほ

テニス

1
成年男子
成年女子

足立 愉有子 岐阜県立各務原西高等学校（教員）

2
少年男子
少年女子

杉江 尚紀 麗澤瑞浪高等学校（教員）

3 選手 成年男子 石榑 元晴 筑波大学

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子

監督

選手
少年女子Ａ



4 成年男子 鵜飼 元一 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社

5 兼山 栞凜 山梨学院大学

6 日野 和佳子 山梨学院大学

7 可児 優希 岐阜県立岐阜商業高等学校

8 岩井 雄大 麗澤瑞浪高等学校

9 池戸 悠希子 相生学院高等学校

10 久世 一姫 岐阜県立岐阜商業高等学校

ボート

1 監督
成年男子
成年女子

成年男子ダブルスカル
成年女子シングルスカル 伊藤 栄剛 中部電力パワーグリッド株式会社

2 林 信壱 日本大学

3 永冶 旭 中部電力パワーグリッド株式会社

4 監督 成年女子 舵手付きクォドルプル 西野 稔 中部電力パワーグリッド株式会社

5 西田 莉乃 株式会社さんぽう

6 猪野 日向子 早稲田大学

7 上野 美歩 中央大学

8 横田 紗弥 早稲田大学

9 成瀬 歩美 株式会社中部プラントサービス

10 馬井 風羽花 中央大学

11 シングルスカル 山本 天空 岐阜協立大学

12 監督 少年男子 舵手つきクォドルプル 若宮 洋介 岐阜県立八百津高等学校（教員）

13 早川 昂甫 岐阜県立八百津高等学校

14 永井 琉貴 岐阜県立八百津高等学校

15 杉山 温 岐阜県立八百津高等学校

16 秋山 健太 岐阜県立八百津高等学校

17 稲垣 陽斗 岐阜県立八百津高等学校

18 馬場 晃 美濃加茂高等学校

19 監督 少年男子 ダブルスカル 西原 脩二 岐阜県立東濃実業高等学校（教員）

20 加藤 琉生 岐阜県立加茂高等学校

21 成瀬 瑶太朗 岐阜県立加茂高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

少年男子

少年女子

成年女子

選手 成年男子 ダブルスカル

選手 成年女子

舵手付きクォドルプル

選手 少年男子 舵手つきクォドルプル

選手 少年男子 ダブルスカル

選手



22 監督 少年女子 舵手つきクォドルプル 古田 丈博 岐阜県立加茂高等学校（教員）

23 大津 早絢 岐阜県立加茂高等学校

24 兼松 万綸 岐阜県立加茂高等学校

25 纐纈 晴香 岐阜県立加茂高等学校

26 宇田 ノラリーン 美濃加茂高等学校

27 鈴木 美耶 岐阜県立加茂高等学校

28 森川 穂佳 美濃加茂高等学校

29 監督 少年女子 ダブルスカル 井戸 純一 美濃加茂高等学校（教員）

30 金子 さくら 岐阜県立八百津高等学校

31 山口 真歩 美濃加茂高等学校

ホッケー

1 監督 成年男子 長屋 恭一 朝日大学（教員）

2 吉川 貴史 中日コプロ株式会社

3 山田 翔太 アピ株式会社

4 井上 拓哉 株式会社ジャパンデンタル

5 河邉 皓星 中日コプロ株式会社

6 千葉 健寛 ホンダロジコム株式会社

7 永井 祐真 ホンダロジコム株式会社

8 落合 晴輝 中日コプロ株式会社

9 田中 世蓮 公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン

10 小沢 諒 中日コプロ株式会社

11 福田 健太郎 株式会社美濃環境保全社

12 縣 諄 ホンダロジコム株式会社

13 丹羽 巧磨 朝日大学

14 藤井 辰憲 朝日大学（職員）

15 監督兼選手 成年女子 川口 花菜 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

16 要石 里沙子 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

17 吉原 紗羅 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

18 鈴木 美結 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子

選手 少年女子 舵手つきクォドルプル

選手 少年女子 ダブルスカル

選手 成年女子



19 星 希巳加 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

20 立岩 奈那子 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

21 八木 麻理菜 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

22 小川 里佳 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

23 佐々木 萌 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

24 永井 友理 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

25 小林 愛実 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

26 今尾 明穂 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

27 河合 珠音 東海学院大学

28 髙島 瑠唯 ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ＆ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社

29 監督 少年男子 長屋 恭太 岐阜県立岐阜総合学園高等学校（教員）

30 淺野 浩暉 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

31 川瀬 陽夢 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

32 古澤 愛斗 岐阜県立岐阜各務野高等学校

33 深尾 真翔 岐阜県立岐阜各務野高等学校

34 小林 育斗 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

35 藏田 一輝 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

36 野村 昇吾 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

37 貴島 祐太 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

38 平岡 蓮 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

39 脇田 遼矢 岐阜県立岐阜各務野高等学校

40 森 満柘樹 岐阜県立可児工業高等学校

41 今西 俊太 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

42 大槻 瞭斗 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

43 監督 少年女子 長尾 美和 岐阜県立岐阜各務野高等学校（教員）

44 濱口 蓮音 岐阜県立岐阜各務野高等学校

45 佐曽利 涼椛 岐阜県立岐阜各務野高等学校

46 石田 虹奏 岐阜県立岐阜各務野高等学校

47 酒井 結衣 岐阜県立岐阜各務野高等学校

48 平光 杏衣 岐阜県立岐阜各務野高等学校

49 藤之氏 伶 岐阜県立岐阜各務野高等学校

選手 成年女子

選手 少年男子

選手 少年女子



50 上村 早弥菜 岐阜県立岐阜各務野高等学校

51 遠藤 未彩 岐阜県立岐阜各務野高等学校

52 佐々木 杏 岐阜県立岐阜各務野高等学校

53 池戸 結希 岐阜県立岐阜各務野高等学校

54 中田 仁奈 岐阜県立岐阜各務野高等学校

55 羽田 心寧 岐阜県立岐阜各務野高等学校

56 水谷 芽生 岐阜県立岐阜各務野高等学校

ボクシング

1 監督 成年女子 細野 光史 岐阜県立岐阜工業高等学校（教員）

2 選手 成年女子 小川 葵 株式会社小川鉄工所

バスケットボール

1 監督 少年男子 宮﨑 泰彦 岐阜県立岐阜農林高等学校（教員）

2 藤井 孝貴 高山西高等学校

3 阿部 瑛里桜 富田高等学校

4 藤田 大輝 美濃加茂高等学校

5 後藤 宙 美濃加茂高等学校

6 関 健朗 美濃加茂高等学校

7 福田 玲生 美濃加茂高等学校

8 田堀 瑛大 美濃加茂高等学校

9 保坂 斡希 富田高等学校

10 髙木 元道 富田高等学校

11 角竹 弘多 高山西高等学校

12 松本 侑弥 岐阜県立岐阜農林高等学校

13 上村 星空 岐阜県立岐阜農林高等学校

14 監督 少年女子 面髙 春奈 岐阜女子高等学校（職員）

15 吉井 彩乃 岐阜女子高等学校

16 平山 真穂 岐阜女子高等学校

名 勤務先・学校名№
監督
選手

種別 種目 氏

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 少年男子

選手 少年女子

選手 少年女子



17 林 琴美 岐阜女子高等学校

18 安藤 美優 岐阜女子高等学校

19 久下 寧々 岐阜女子高等学校

20 津村 優月 岐阜女子高等学校

21 安藤 彩也加 岐阜女子高等学校

22 岡田 梨伽 岐阜女子高等学校

23 古澤 絢海 岐阜女子高等学校

24 星川 桜心 岐阜県立岐阜農林高等学校

25 小倉 真奈美 岐阜県立岐阜商業高等学校

26 岡田 紬葵 岐阜女子高等学校

レスリング

1 監督
成年男子

女子
成瀬 一彦 岐阜県立中津商業高等学校（教員）

2
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

60kg級
松井 謙 日本体育大学

3
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

72kg級
春日井 湧雅 日本体育大学

4
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
74kg級

上野 慎太郎 岐阜県立加茂農林高等学校（職員）

5
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

87kg級
谷﨑 大造 山梨学院大学

6
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
97kg級

二ノ宮 寛斗 不二精機株式会社

7
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

130kg級
山田 康瑛 山梨学院大学

8 53kg級 福永 誠笑 専修大学

9 62kg級 寺本 鈴 山梨学院大学

10 監督 少年男子 浅井 健太郎 岐阜県立岐南工業高等学校（教員）

11
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
55kg級

倉本 亮弥 大垣日本大学高等学校

12
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

60kg級
直井 夢希 高山西高等学校

13
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
65kg級

奥井 峻晴 大垣日本大学高等学校

14
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
71kg級

碓井 晴登 大垣日本大学高等学校

15
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

80kg級
松岡 大洋 大垣日本大学高等学校

16
ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ
92kg級

立岡 拓馬 岐阜県立岐阜工業高等学校

17
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ

125kg級
大藪 颯太 岐阜県立岐阜工業高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 少年女子

選手

選手 少年男子

女子

成年男子



セーリング

1 監督 成年 水谷 浩也 岐阜県立海津明誠高等学校（教員）

2 470級 児玉 洋輝 名古屋工業大学大学院

3 470級 山崎 奨太 岐阜県立大垣工業高等学校（教員）

4 国体ウィンドサーフィン級 山浦 喜大 味の素冷凍食品株式会社

5 セーリングスピリッツ級 堀畑 南帆 輪之内町立仁木小学校（教員）

6 セーリングスピリッツ級 北林 風花 岐阜県立海津明誠高等学校（職員）

7 レーザーラジアル級 森 朱里 東海学院大学

8 監督 少年 野田 賢治 岐阜県立海津明誠高等学校（教員）

9 420級 前園 隼 岐阜県立海津明誠高等学校

10 420級 後藤 和也 岐阜県立海津明誠高等学校

11 レーザーラジアル級 中村 遥斗 岐阜県立海津明誠高等学校

12 420級 杉浦 ふう華 岐阜県立海津明誠高等学校

13 420級 水谷 葵 岐阜県立海津明誠高等学校

14 レーザーラジアル級 浅野 紗良 岐阜県立海津明誠高等学校

ウエイトリフティング

1 監督 全種別 小栗 和成 岐阜県立土岐商業高等学校（教員）

2 ５５㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

山城 快虎 東海旅客鉄道株式会社

3 ７３㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

伊東 龍二 日本大学

4 １０９㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

川畑 庄 名古屋産業大学

5 ＋１０９㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

木口 永遠 早稲田大学

6 女子 ４９㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

高橋 いぶき 株式会社タケダドラッグ

7 ７３㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

吉村 悠希 岐阜県立土岐商業高等学校

8 ８１㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

栗村 海 岐阜県立土岐紅陵高等学校

9 ＋１０２㎏級
ｽﾅｯﾁ・ｸﾘｰﾝ&ｼﾞｬｰｸ

鷲見 一樹 岐阜県立中津高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手

成年男子

成年女子

選手

少年男子

少年女子

選手

少年男子

成年男子



ハンドボール

1 監督 成年男子 伊東 裕希 朝日大学（教員）

2 本田 晨 岐阜市立長良中学校（教員）

3 大熊 智宣 リコージャパン株式会社

4 五島 壮羅 朝日大学

5 津山 弘士 サントリービバレッジソリューション株式会社

6 小縣 良 岐阜大学大学院

7 石原 隆雄 日本耐酸壜工業株式会社

8 早瀨 遥 朝日大学

9 永田 岳 篠田株式会社

10 丸山 魁 株式会社米津西部岐阜南支店

11 吉村 顕孝 岐阜県立大垣西高等学校(教員)

12 木寺 啓太 岐阜大学大学院

13 篠田 征朗 アサヒフォージ株式会社

自転車

1 監督
成年男子

女子
高橋 翔太 朝日大学（職員）

2 スプリント
チームスプリント 井上 凌玖 日本大学

3
ケイリン

チームパシュート
ロードレース

日比野 丈 朝日大学

4 スクラッチ
チームスプリント 中村 隼大 岐阜市消防本部

5
ポイントレース

チームパシュート
ロードレース

安達 光伸 朝日大学

6 チームスプリント 吉田 知子 日本競輪選手会岐阜支部

7
500mタイムトライアル

チームスプリント
ロードレース

仲井 リコ 岐阜第一高等学校

8 監督 少年男子 萩野 良信 岐阜県立岐南工業高等学校（教員）

9 スプリント
チームスプリント 細江 星矢 岐阜第一高等学校

10
ケイリン

チームパシュート
ロードレース

小栗 太二 岐阜第一高等学校

11 1kmタイムトライアル
チームスプリント 若原 享佑 岐阜県立岐南工業高等学校

12
スクラッチ

チームパシュート
ロードレース

渡辺 蓮 岐阜県立岐南工業高等学校

13 ポイントレース
チームパシュート 別府 拓真 岐阜県立岐南工業高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子

選手

成年男子

女子

選手 少年男子



ソフトテニス

1 監督 成年男子 成田 智計 株式会社大鹿印刷所

2 吉田 雄紀 太平洋工業株式会社

3 加藤 英雄 太平洋工業株式会社

4 岩佐 和博 太平洋工業株式会社

5 杉尾 卓馬 太平洋工業株式会社

6 立木 雅也 太平洋工業株式会社

7 監督 少年女子 片桐 寛人 岐阜県立大垣桜高等学校（教員）

8 堀 かえで 岐阜県立岐阜商業高等学校

9 堀 さくら 岐阜県立岐阜商業高等学校

10 廣瀬 結花 岐阜県立岐阜商業高等学校

11 高木 己想 岐阜県立岐阜商業高等学校

12 藤原 心亜 岐阜県立岐阜商業高等学校

卓球

1 監督 成年男子 米塚 雅弘 朝日大学（職員）

2 岡野 俊介 朝日大学

3 堀 大志 岐阜信用金庫

4 堀川 敦弘 中京学院大学

5 監督 少年女子 大野 勇 富田高等学校（教員）

6 村松 愛菜 富田高等学校

7 冨田 愛 富田高等学校

8 小木曽 彩加 富田高等学校

相撲

1 監督 成年男子 松橋 良平 岐阜県立飛騨特別支援学校（職員）

2 棚橋 亮太 中央大学

3 丸山 恭史 濃尾電機株式会社

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子

選手 少年女子

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手

選手

成年男子

少年女子

選手 成年男子



4 選手 成年男子 丸山 紘史 岐阜県立西濃高等特別支援学校（教員）

5 監督 少年男子 野村 昌史 岐阜市立岐阜商業高等学校（教員）

6 篠田 虎汰朗 岐阜市立岐阜商業高等学校

7 服部 隼都 岐阜県立岐阜農林高等学校

8 生駒 智之 大垣日本大学高等学校

9 池本 颯茉 岐阜市立岐阜商業高等学校

10 清水 冬威 岐阜県立岐阜農林高等学校

馬術

1 監督 全種別 吉田 裕之 吉田装蹄所

2 選手 成年男子
国体総合馬術

ダービー
西脇 友彦 ニシワキステーブル

3
選手
ＨＭ

成年女子
標準障害飛越

ダービー
西脇 小夜子 ニシワキステーブル

4 選手 少年 ダービー 田島 凛 岐阜県立岐阜農林高等学校

フェンシング

1 監督兼選手 フルーレ・サーブル 鈴村 健太 株式会社大垣ケーブルテレビ

2 フルーレ・サーブル 馬場 俊輔 中央大学

3 フルーレ・サーブル 勅使河原 明日架 日本大学

4 監督 少年男子 西脇 一徳 岐阜県立大垣南高等学校（教員）

5 フルーレ 高橋 橙生 岐阜県立大垣南高等学校

6 フルーレ 福田 亮介 岐阜県立大垣南高等学校

7 フルーレ 金城 瞬人 岐阜県立大垣南高等学校

8 監督 少年女子 鈴村 元宏 岐阜県立大垣南高等学校（教員）

9 フルーレ 清水 美伶 岐阜県立大垣南高等学校

10 フルーレ 長瀬 凛乃 岐阜県立岐阜総合学園高等学校

11 フルーレ 村瀬 あかり 岐阜市立長森中学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 少年男子

選手 少年女子

選手 少年男子

選手
成年男子



柔道

1 監督 成年男子 佐藤 博昭 岐阜県警察

2 石塚 淳朗 岐阜県警察

3 杉浦 冬唯 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

4 渡邊 神威 東芝プラントシステム株式会社

5 山田 伊織 日本中央競馬会

6 小林 大介 岐阜県警察

7 監督 女子 野中 かおり 岐阜県立羽島高等学校(教員)

8 中西 津希 中京高等学校

9 森部 真於 社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

10 山田 みのり 中京高等学校

11 竹ノ谷 南海 中京高等学校

12 井上 果音 明治国際医療大学

バドミントン

1 監督 成年男子 安村 達二 株式会社丸杉

2 竹内 宏気 株式会社丸杉

3 佐藤 雄輝 株式会社丸杉

4 後藤 海斗 株式会社丸杉

5 監督 成年女子 吉冨 桂子 株式会社丸杉

6 古川 佳奈 株式会社丸杉

7 川添 麻依子 株式会社丸杉

8 今井 莉子 株式会社丸杉

9 監督 少年女子 黒田 匠馬 岐阜県立岐阜商業高等学校（教員）

10 山下 紗依 岐阜県立岐阜高等学校

11 安福 万澄 岐阜県立岐阜商業高等学校

12 外山 乃彩 岐阜県立岐阜商業高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子

選手 女子

選手 成年男子

選手 成年女子

選手 少年女子



ライフル射撃

1 監督 全種別 松巾 亜由 済美高等学校（教員）

2 FR3P 髙橋 諒 東洋大学

3 AR60・AR60PR・ARMix 遠藤 雅也 名阪急配株式会社

4 AP60 清水 達哉 岐阜県警察

5 CFP60・CFP30 小瀬田 益実 岐阜県警察

6 AP60W 西垣 穂乃佳 岐阜県警察

7 AR60W・AR60PRW・ARMix 田邉 伶奈 立命館大学

8 渡邉 龍一 済美高等学校（教員）

9 BR60J・BRMixJ 横山 巧 済美高等学校

10 AR60J 清水 達成 済美高等学校

11 BP60J 長屋 佳芽 岐阜市立岩野田中学校

12 BP60WJ 木藤 舞 済美高等学校

13 BR60WJ・BRMixJ 岡田 美月 済美高等学校

14 AR60WJ 堀 綺希 済美高等学校

剣道

1 監督兼選手 成年男子 浅野 英二 岐阜県警察

2 小林 賢哉 岐阜県警察

3 大野 祐史 岐阜県警察

4 野田 了 岐阜県警察

5 早田 千広 日本耐酸壜工業株式会社

6 監督 少年女子 前川 矩英 高山西高等学校（教員）

7 高瀬 円香 済美高等学校

8 若尾 樺子 高山西高等学校

9 森 文那 高山西高等学校

10 井澤 言美 中京高等学校

11 樋口 恵淑 高山西高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手

成年男子

成年女子

選手

少年男子

少年女子

選手

選手

成年男子

少年女子

年少射撃指導者



スポーツクライミング

1 監督 成年男子 島津 雅一 各務原市役所

2 日比野 良祐 公益財団法人岐阜県スポーツ協会

3 森本 治誉 岐阜県山岳連盟

カヌー

1 監督 全種別
ｽﾗﾛｰﾑ

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 高見 文博 日本耐酸壜工業株式会社

2
ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ
15ｹﾞｰﾄ・25ｹﾞｰﾄ 田中 雄己 駿河台大学

3
ｽﾗﾛｰﾑｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

15ｹﾞｰﾄ・25ｹﾞｰﾄ 加藤 哲平 学校法人恵峰学園杉の子幼稚園（職員）

4
ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ
15ｹﾞｰﾄ・25ｹﾞｰﾄ 井口 花恋 揖斐川町立北和中学校

5
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

1500m・ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 末永 栞 揖斐川町立北和中学校

6 監督 全種別 ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 鈴村 侑也 八百津町役場

7 成年男子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

200m・500m 木村 翔也 岐阜県カヌー協会

8 成年女子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ

200m・500m 久保田 愛夏 公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン

9 少年男子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

200m・500m 大坪 凌久 岐阜県立八百津高等学校

10 少年女子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ

200m・500m 久野 四葉 美濃加茂高等学校

アーチェリー

1 監督
少年男子
少年女子

本間 隼人 岐阜県立大垣西高等学校(教員)

2 斉藤 史弥 岐阜県立大垣西高等学校

3 野田 慶一郎 成立学園高等学校

4 松岡 天丸 東京都立足立新田高等学校

5 奥村 萌加 関市立旭ヶ丘中学校

6 服部 晴音 聖マリア女学院高等学校

7 渡邉 万由花 関市立旭ヶ丘中学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 成年男子 リード・ボルダリング

選手

成年男子

成年女子

選手

選手

少年男子

少年女子



空手道

1 監督 全種別 今 壮志 ゆうき接骨院

2 組手軽量級 辻󠄀 一寛 西濃運輸株式会社

3 組手中量級 豊田 陽也 近畿大学

4 組手重量級 久保 悠大 西濃運輸株式会社

5 形 中路 陽沙未 中部学院大学

6 組手 寺澤 紗良 中部学院大学

7 形 原田 聡一 岐阜工業高等専門学校

8 組手 平田 羅生 済美高等学校

9 形 小寺 七聖 済美高等学校

10 組手 江尻 ふみ 済美高等学校

銃剣道

1 監督兼選手 池戸 渉 自衛隊岐阜地方協力本部

2 二村 良太 自衛隊岐阜地方協力本部

3 池戸 淳 自衛隊岐阜地方協力本部美濃加茂地域事務所

なぎなた

1 監督 全種別 田中 誠 岐阜県立岐阜北高等学校（教員）

2 栗田 鈴佳 岐阜保健大学

3 延 奈那美 愛知淑徳大学

4 泊 夢乃 株式会社ジーケーエス

5 谷 菜々美 岐阜県立大垣商業高等学校

6 保科 百音 岐阜県立大垣商業高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手

成年男子

成年女子

少年男子

少年女子

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手
成年男子

選手

成年女子

少年女子

演技・試合

演技



ボウリング

1 監督 少年男子 森田 茂樹 岐阜県岐阜土木事務所

2 服部 寛大 ぎふ国際高等学校

3 中村 拓海 岐阜県立岐阜工業高等学校

ゴルフ

1 監督
成年男子

女子
櫻井 和男 中部学院大学（職員）

2 長谷川 貴優 中部学院大学

3 冨田 幸暉 中部学院大学

4 永田 丞 中部学院大学

5 田中 こころ 岐阜聖徳学園大学

6 神谷 もも 麗澤瑞浪高等学校

7 池戸 梨緒 中部学院大学

トライアスロン

1 監督 成年男子 篠原 直貴 篠原鍼灸院

2 湯村 天星 株式会社富信

3 平林 毅郎 岐阜市消防本部

4 監督 成年女子 鈴木 由信 株式会社トライアル工房

5 矢田 英恵 Hana Rhythm

6 原田 怜 中部大学

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

勤務先・学校名

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

成年男子

女子

選手

№
監督
選手

種別 種目 氏 名

選手 少年男子 個人戦・団体戦

選手

選手

成年男子

成年女子



高等学校野球

1 責任教師 後藤 敦也 中京高等学校（教員）

2 監督 平中 亮太 中京高等学校（教員）

3 谷本 忠之 中京高等学校

4 伊佐次 快麻 中京高等学校

5 藤村 昴斗 中京高等学校

6 松井 颯士 中京高等学校

7 上田 仁太 中京高等学校

8 荒井 優真 中京高等学校

9 平塚 昭匡 中京高等学校

10 伊藤 大希 中京高等学校

11 嶌田 碧 中京高等学校

12 森本 大地 中京高等学校

13 廣瀬 太一 中京高等学校

14 酒井 登季大 中京高等学校

15 山下 賢太 中京高等学校

16 清水 隆之介 中京高等学校

17 中村 泰晟 中京高等学校

18 名越 龍海 中京高等学校

№
監督
選手

種別 種目 氏 名 勤務先・学校名

選手 少年男子

軟式

少年男子


