
９位 1439.5点

５位 825点

天　皇　杯 １位 皇　后　杯 １位

少年女子 １位 【監督】 長屋　恭太

【選手】 山村　ちひろ 武井　萌花 田中　さくら 鈴木　美結

坪内　萌花 河合　美優 田中　花歩 西部　美咲

今尾　明穂 羽田　愛琴 佐守　愛華 夛田　有希

田中　香帆

少年男子 岐阜選抜チーム ２位 【監督】 酒井　健之

【選手】 清水　晃輔 中島　悠太 武藤　崇文 鈴木　修平

岩田　悠佑 松尾　衛 服部　翔瑠 小川　雄也

笹川　湧太 中山　隼 森　　啓 佐守　春風

日置　元勇

天　皇　杯 ３位 皇　后　杯 １位

少年男子 岐阜選抜チーム ３位 【監督】 近藤　琢爾

【選手】 酒井　明日翔 青木　良磨 佐藤　卓央

少年女子 岐阜選抜チーム ３位 【監督】 大野　勇

【選手】 加藤　杏華 王　佳玉 瀬山　咲希

天　皇　杯 ３位 皇　后　杯 ７位

少年男子 ボルダリング 岐阜選抜チーム ３位 【監督】 邨瀬　一弘

【選手】 日比野　良祐 亀山　凌平

天　皇　杯 ３位

男子 4km団体追抜競走 岐阜選抜チーム １位 【監督】 山﨑　好弘

【選手】 矢野　智哉 相馬　義宗 渡邊　翔太郎 橋本　英也

成年男子 1kmタイムトライアル 相馬　義宗 １位

〃 ポイント・レース 橋本　英也 ３位

天　皇　杯 ４位 皇　后　杯 ２位

成年男子 形 新馬場　一世 ２位

成年女子 組手 本間　絵美子 ２位

〃 形 時岡　由佳 ２位

天　皇　杯 ４位

少年女子 フルーレ 岐阜選抜チーム ２位 【監督】 三島　　巧

【選手】 伊藤　真希 檜谷　幸 辻　すみれ

第６９回国民体育大会賞（長崎がんばらんば国体）表彰式

総合成績

男女総合（天皇杯）

女子総合（皇后杯）

被表彰者名簿

岐阜県ホッケー協会

岐阜県卓球協会

岐阜県山岳連盟

岐阜県自転車競技連盟

岐阜県空手道連盟

岐阜県フェンシング協会

岐阜各務野高等学校女子ホッケー部
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天　皇　杯 ５位 皇　后　杯 ２位

少年女子 舵手付きクォドルプル 岐阜選抜チーム １位 【監督】 古田　丈博

【選手】 今井　奏瑠 片山　文香 棚橋　秀美 井川　奈菜

成瀬　歩美 伊東　佑花

成年女子 舵手付きクォドルプル 岐阜選抜チーム ２位 【監督】 若宮　節夫

【選手】 渡邊　早紀 菊谷　遥 内藤　愛理 梶野　真美

佐藤　花美 若井　江利

天　皇　杯 ５位

少年男子 グレコローマン55kg級 桑山　裕貴 １位

〃 グレコローマン66kg級 安江　巧 ２位

成年男子 グレコローマン130kg級 横井　健人 ３位

少年男子 フリースタイル74kg級 北村　匠 ３位

〃 フリースタイル96kg級 二ノ宮　寛斗 ３位

〃 グレコローマン120kg級 髙田　一希 ３位

天　皇　杯 ６位 皇　后　杯 ４位

成年女子 ２位 【監督】 朝倉　基文

【選手】 赤瀬　早紀 曽我部　里穂 中村　友里 野田　祥代

宮下　茉実 小林　すみれ

天　皇　杯 ７位 皇　后　杯 ２位

成年女子 近的 岐阜選抜チーム １位 【監督・選手】 水野　聖子

【選手】 早川　知子 岩本　真実

天　皇　杯 ７位 皇　后　杯 ６位

天　皇　杯 ７位 皇　后　杯 ７位

成年女子B クロスカントリー 小林　由貴 １位

成年女子A ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 新井　真季子 ２位

成年男子B クロスカントリー 井川　純一 ３位

天　皇　杯 ７位

少年男子 BP40JM 大橋　佳 １位

〃 10mS60JM 遠藤　雅也 ２位

〃 BRS30JM 小林　由斉 ２位

天　皇　杯 ７位

天　皇　杯 ８位 皇　后　杯 ７位

皇　后　杯 ４位

少年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 【監督】 水谷　浩也

【選手】 伊藤　有希 伊藤　愛梨

海津明誠高等学校ヨット部　３位

岐阜県バドミントン協会

岐阜県ヨット連盟

岐阜県ボート協会

岐阜県ソフトテニス連盟

岐阜県スキー連盟

岐阜県ライフル射撃協会

岐阜県軟式野球連盟

太平洋工業女子ソフトテニス部

岐阜県レスリング協会

岐阜県弓道連盟

岐阜県剣道連盟
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皇　后　杯 ５位

成年女子 400m 青木　沙弥佳 １位

少年女子B 100m 伊藤　有那 １位

成年男子 砲丸投 山元　隼 ３位

成年女子 10000m競歩 五藤　怜奈 ３位

少年女子B 走幅跳 澤井　萌奈 ３位

皇　后　杯 ６位

成年女子 標準障害飛越 岡田　有里 ２位

成年男子 フライ級 田中　亮明 １位

少年男子 ピン級 池田　悠 ３位

〃 フライ級 畑中　建人 ３位

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ1500m １位

ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｽﾌﾟﾘﾝﾄ ２位

成年女子 ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ15ｹﾞｰﾄ 海渕　萌 ２位

成年男子 個人 安里　秀策 １位

成年男子 200mフリーリレー 岐阜選抜チーム ３位 【監督】 宮﨑　貢

【選手】 川合　元 小西　一輝 中嶋　寿恵

小長谷　研二 原　翔太

成年男子 100m自由形 小長谷　研二 １位

少年男子A 400m自由形 井上　奨真 １位

成年男子 62㎏級スナッチ 深谷　崇史 ３位

成年男子 1000m(ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ) 櫻井　雄馬 １位

1000m(ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ) １位

1500m(ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ) ３位

高等学校野球（軟式） 【監督】 平中　亮太

【選手】 松井　大河 西山　裕基 加藤　貴也 後藤　敦也

中上　航平 小池　翔也 熊谷　貴弘 柴山　葵

大島　健太郎 後藤　敬也 土屋　将大 山下　達也

安藤　敦也 岡本　大佑

岐阜県スケート連盟

成年女子 松田　有幾

（一財）岐阜県高等学校野球連盟

（一財）岐阜陸上競技協会

岐阜県ボクシング連盟

岐阜県カヌー協会

岐阜県ボウリング連盟

岐阜県水泳連盟

岐阜県ウエイトリフティング協会

成年男子 渡辺　正浩

岐阜県馬術連盟

中京高等学校軟式野球部　３位
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