
敬称略

１４位 1232.5点

１７位 646点

天　皇　杯 皇　后　杯

１　位 ３　位

３　位 ４　位

３　位

４　位 ４　位

５　位 ６　位

６　位 ６　位

７　位 ３　位

７　位 ６　位

６　位

種　　別 順　位

フルーレ 岐阜選抜チーム ２　 位

【監督･選手】 伊藤　真

【選手】 鈴村　健太 伊藤　拓真

フルーレ 岐阜選抜チーム ３　位

【監督】 鈴村　元宏

【選手】 馬場　俊輔 勅使河原　明日架

大竹　　諒

トラップ団体 岐阜選抜チーム ２　位

【監督・選手】 日置　幸彦

【選手】 松下　一 山口　浩二

３　位

【監督･選手】 早戸　沙希

【選手】 景山　　恵 一谷　麻実

内藤　夏紀 小川　里佳 深野　加弥

阪口　真紀 永井　葉月 清水　美並

小沢 菜々恵 瀬川　真帆 永井　友理

八木　麻理菜 真野　由佳梨

チーム・パーシュート 岐阜選抜チーム ３　位

【監督】 山﨑　好弘

【選手】 永田　吏玖 亀谷　昌慈

渡邊　翔太郎 佐藤　竜太

岐阜選抜チーム ２ 位

【監督】 本間　隼人

【選手】 西村　紗芳 大橋　朋花

杉林　りな

クレー射撃

ホッケー

ソニーHC　BRAVIA　Ladies

自転車

岐阜県アーチェリー協会

第７３回国民体育大会賞（福井しあわせ元気国体）表彰式

被表彰者名簿

総合成績

男　女　総　合　（　天　皇　杯　）

女　子　総　合　（　皇　后　杯　）

競技団体

岐阜県スキー連盟

岐阜県ボート協会

チーム（構成メンバー）

男子

成年女子

団　　　体　　　名

岐阜県フェンシング協会

岐阜県ホッケー協会

岐阜県クレー射撃協会

岐阜県ライフル射撃協会

フェンシング

成年男子

少年男子

競　　技

アーチェリー

成年

成年女子

岐阜県自転車競技連盟

チーム名

岐阜県空手道連盟



種　　別 チーム名 順　位

ボルダリング 岐阜選抜チーム ３　位

【監督】 島津　雅一

【選手】 亀山　凌平 日比野　良祐

団体（４人チーム） 岐阜選抜チーム ２　位

【監督】 竹林　恵子

【選手】 谷原　美来 工藤　由佳

入江　菜々美 竹川　ひかる

近的 岐阜選抜チーム １　位

【監督】 加藤　隼人

【選手】 平松　龍太 草野　孝寛

長島　　凪

１　位

【監督】 平中　亮太

【選手】 佐伯　奨哉 島田　侑弥

北野　愁太 中澤　来星 村瀬　仁紀

加納　稜也 保木平　楓馬 大島　遼介

林　　涼太 水　　渉夢 岡田　惟吹

早川　佳吾 阿部　隼也 木下　咲哉

弓道 少年男子

軟式高等学校野球

中京学院大学附属中京高等学校軟式野球部

ボウリング 成年女子

成年男子山岳

競　　技



種　　別 種　　　目 順　位 氏　　名

成年男子 10mエア･ライフル立射60発 １　位

成年男子 10mエア･ライフル伏射60発 ２　位

成年男子 50mライフル三姿勢120発 １　位 橋爪　一馬

少年女子 ビーム･ライフル立射40発 １　位 竹智　友南

成年男子 センター･ファイア･ピストル30発 ２　位 清水　達哉

少年女子 ビーム･ピストル40発 ３　位 小枝　朱梨

成年 トラップ個人 ３　位 山口　浩二

成年女子 個人 １　位 西村　紗芳

成年女子 個人 ２　位 大橋　朋花

成年男子B スペシャルジャンプ １　位

成年男子B コンバインド １　位

成年女子B クロスカントリークラシカル １　位 小林　由貴

成年男子A クロスカントリークラシカル ２　位 佐藤　友樹

成年男子B クロスカントリークラシカル ２　位 成瀬　開地

成年女子A ジャイアントスラローム ２　位 新井　真季子

成年男子A コンバインド ３　位 傳田　翁玖

少年男子 グレコローマンスタイル55kg級 １　位 松井　　謙

成年男子 フリースタイル65㎏級 ３　位 上野　裕次郎

成年男子 フリースタイル86㎏級 ３　位 鈴木　聖二

少年男子 フリースタイル71㎏級 ３　位 三木　翔永

少年男子 グレコローマンスタイル60kg級 ３　位 竹内　玲音

成年男子  ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝﾄ １　位
成年男子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500m ２　位
成年男子 スラローム･カナディアンシングル15ゲート ２　位

成年男子 スラローム･カナディアンシングル25ゲート ３　位

少年 ダービー競技 １　位 小栗　麻莉乃

少年 標準障害飛越競技 ３　位 吉田　ことみ

少年男子 10000m １　位 遠藤　二千翔

少年男子 ピン級 ２　位 小川　　翼

少年男子 ライトウェルター級 ３　位 今村　　仁

女子 －53㎏級クリーン＆ジャーク １　位

女子 －53㎏級トータル ３　位

少年男子 ＋105㎏級スナッチ １　位

少年男子 ＋105㎏級トータル ３　位

成年男子 400m自由形 ３　位 井上　奨真

少年男子共通 110mハードル １　位 多和田　旭

少年男子共通 円盤投 １　位 山下　航生

成年女子 棒高跳 １　位 間宮　里菜

成年女子 400mハードル ２　位 吉田　佳純

クレー射撃

ライフル射撃

アーチェリー

スキー

レスリング

カヌー

馬術

スケート

ボクシング

ウエイトリフティング

水泳

陸上

渡辺　正浩

加藤　哲平

高橋　いぶき

川畑　　庄

小山　　祐

遠藤　雅也

個　人　種　目

競　　技


