
敬称略

１３位 1151点

１３位 664.5点

天　皇　杯 皇　后　杯

２　位 １　位

３　位

４　位

５　位 １　位

５　位 １　位

７　位

８　位

４　位

５　位

７　位

８　位

種　　別 順　位

少年女子 １　位

【監督】 長屋　恭太

【選手】 駒形　羽良々 森　遼名

真田　遥果 大岩　莉奈 立岩　奈那子

岸　明日香 河合　珠音 五島　千那美

佐守　風香 足立　依鞠 岩田　楓

五島　希 水野　百華

成年女子 ３  位

【監督兼選手】 山本　由佳理

【選手】 景山　恵 一谷　麻実

内藤　夏紀 小川　里佳 八木　麻理菜

阪口　真紀 清水　美並 瀬川　真帆

小沢　菜々恵 深野　加弥 永井　友理

早戸　沙希 真野由佳梨

成年男子 岐阜選抜チーム ２　位

【監督】 櫻井　和男

【選手】 今野　大喜 若原　亮太

大内　智文

少年女子 １　位

【監督】 安江　満夫

【選手】 石坂　ひなた 池田　紗紀

木下　七美 江田　晴香 バイ　クンバ　ディヤサン

稲森　那奈穂 杉野　未怜 新谷　莉歩

藤田　和 阪納　百 大場　晴子

矢野　紗也佳

第７２回国民体育大会賞（愛顔つなぐえひめ国体）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

岐阜県フェンシング協会

岐阜県剣道連盟

岐阜県空手道連盟

団　　　体　　　名

岐阜県ホッケー協会

一般財団法人岐阜県バスケットボール協会

岐阜県レスリング協会

一般社団法人岐阜県ゴルフ連盟

岐阜県スキー連盟

岐阜県カヌー協会

チーム（構成メンバー）

競　　技 チーム名

岐阜県ヨット連盟

岐阜県自転車競技連盟

バスケットボール

ソニーHC　BRAVIA　Ladies

岐阜県立岐阜各務野高等学校女子ホッケー部

ゴルフ

ホ ッ ケ ー

岐阜選抜チーム



種　　別 順　位

成年女子 フルーレ 岐阜選抜チーム １　位

【監督兼選手】 梅田　妃里

【選手】 伊藤　真希 川満　千乃

成年男子 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾘﾚｰ　10㎞ﾌﾘｰ×4 岐阜選抜チーム ２　位

【監督】 切手　直樹

【選手】 佐藤　友樹 成瀬　開地

西本　光佑 三島　龍也

少年女子 ３　位

【監督】 加島　和貴

【選手】 北林　風花 加藤　凡尋

少年男子 近的 岐阜選抜チーム ２　位

【監督】 宇野　剛由

【選手】 早川　航永 平尾　拳

森　寛樹

少年男子 ３　位

【監督】 杉江　尚紀

【選手】 堀江　亨 石榑　元晴

成年男子 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

軟式 １　位

【監督】 平中　亮太

【選手】 佐伯　奨哉 岡田　康希

坪井　英希 伊藤　開地 小倉　啓輔

加納　稜也 保木平　楓馬 内木　蓮

池田　究　 大林　祐輝 大竹　貫太

島田　侑弥 大島　遼介 加藤　昴

セーリング

スキー

テニス 岐阜選抜チーム

弓道

フェンシング

山岳

420級　岐阜県立海津明誠高等学校ヨット部

競　　技 チーム名

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



種　　別 種　　　目 順　位 氏　　名

少年男子 グレコローマンスタイル50kg級 １位 松井　謙

少年男子 グレコローマンスタイル84kg級 ２位 谷﨑　匠

成年男子 フリースタイル86㎏級 ３位 鈴木　聖二

成年男子 フリースタイル97㎏級 ３位 山口　剛

少年男子 フリースタイル96㎏級 ３位 岡田　英将

少年男子 グレコローマンスタイル60kg級 ３位 二俣　友明

少年男子 グレコローマンスタイル66kg級 ３位 谷口　空良

成年男子B クロスカントリー10㎞クラシカル １位 成瀬　開地

成年女子B クロスカントリー５㎞クラシカル １位 小林　由貴

成年男子A クロスカントリー10㎞クラシカル ２位 佐藤　友樹

成年女子  ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ ２位 海渕　萌

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 ２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 ３位

成年男子  ｽﾗﾛｰﾑｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ15ｹﾞｰﾄ ３位

成年男子  ｽﾗﾛｰﾑｶﾅﾃﾞｨｱﾝｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ ３位

成年男子   ｽﾗﾛｰﾑｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ25ｹﾞｰﾄ ３位 田中　雄己

成年女子  ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ1500ｍ ３位 井戸　奈津美

成年女子 形 1位 田中　美佐稀

成年男子 10ｍS60M ２位 遠藤　雅也

少年 二段階障害飛越競技 １位 小栗　麻莉乃

成年男子 馬場馬術競技 ３位 小川　尚也

少年男子Ａ 円盤投 ２位 山下　航生

少年男子 105㎏級スナッチ ２位 川畑　庄

少年男子 10000m １位

少年男子 5000m ３位

ライフル射撃

個　人　種　目

競　　技

陸上

ウェイトリフティング

レスリング

カヌー

馬術

渡辺　正浩

遠藤　二千翔

空手道

スキー

スケート

加藤　哲平


