
平成27年　9月20日(日） ト ラ ッ ク 審 判 長 川嶋　清人
関市中池公園　陸上競技場 跳 躍 審 判 長 溝際　佳典
審判長　川島　清人(トラック）　溝際　佳典(フィールド） 投 て き 審 判 長 溝際　佳典
記録主任　吉川　敏幸 記 録 主 任 吉川　敏幸

日付 種目

鈴木　悠右 11.32 森　大知 11.36 古川　拓夢 11.56 小牟礼　尚也 11.82 清水　裕多 12.32 増田　貴 17.59

中津川市 各務原市 可児市 不破郡 関市 大垣市

小野　宏貴 11.22 大石　貴士 11.25 小籔　博史 11.39 清水　博雄 11.59 星谷　和生 11.68 星野　勇樹 11.99

各務原市 大垣市 高山市 瑞穂市 下呂市 美濃加茂市

松井　孝延 13.33 塩谷　和正 13.77 大西　充芳 15.93

関市 羽島市 揖斐郡

境　恭司 14.39 稲垣　英夫 16.78

大垣市 不破郡

若宮　修司 14.13 横山　富士雄 14.27 水口　尚幸 15.50

可児市 各務原市 本巣市

山上　剛健 52.73 北川　雄基 54.72 藤谷　隆典 56.12 纐纈　高寛 56.14 浅野　七生哉 1:00.19 上野　修平 1:01.59

大垣市 瑞穂市 土岐市 瑞浪市 本巣市 高山市

藤澤　幸弘 50.87 伊沢　直樹 53.04 桑木野　守 53.68 都竹　一磨 54.26 高木　真生 54.32 石原　惇基 54.90

岐阜市 可児市 不破郡 高山市 大垣市 中津川市

吉田　慎司 2:20.98 山中　一悦 2:38.09 境　恭司 2:39.98 小林　修 2:41.13

土岐市 羽島郡 大垣市 関市

木場　雄大 4:09.61 萱垣　義樹 4:13.90 渡邉　祐二 4:19.67 藤井　雅之 4:22.47 奥村　啓之 4:37.47 鈴木　和馬 4:39.49 渡邊　耕陽 4:45.12 高橋　芙将 4:48.08

大垣市 高山市 可児市 恵那市 土岐市 多治見市 各務原市 羽島市

巌　和隆 4:01.40 横山　俊 4:06.34 西尾　修一 4:07.16 野々原　聖 4:11.29 堀　京太郎 4:16.01 遠藤　憲一 4:18.39 安藤　雅紀 4:18.44 今井　一智 4:34.59

各務原市 可児市 瑞浪市 土岐市 羽島市 大垣市 恵那市 関市

吉田　慎司 10:22.35 塚原　良裕 10:26.12 谷口　清和 11:16.06 山中　一悦 11:33.95 小林　修 11:43.96 杉山　温一郎 12:22.87

土岐市 関市 岐阜市 羽島郡 関市 岐阜市

各務原市 43.52 大垣市 45.46 下呂市 45.48 土岐市 46.05 多治見市 47.14 高山市 48.28

後藤　義輝 山上　剛健 中島　龍喜 花井　貴弘 中尾　祥吾 浦谷　拓矢

森　大知 鈴木　修平 忍　昌祐 柴田　伸孝 中山　慎一 小籔　博史

宮崎　豊 井野　勝喜 松島　佑磨 藤谷　隆典 早坂　有弘 都竹　一磨

小野　宏貴 高木　真生 星谷　和生 各務　博紀 築地　涼平 上野　修平

小垣内　勇貴 1m80 小嶋　一誠 1m70 各務　博紀 1m60 後藤　義輝 1m40

高山市 大垣市 土岐市 各務原市

鈴木　修平 1m85 林　雅紀 1m80 河合　俊明 1m75 中島　龍喜 1m75 西川　祐示 1m65 今井　貴志 1m60 早坂　有弘 1m55 川瀬　富雄 1m35

大垣市 中津川市 高山市 下呂市 不破郡 土岐市 多治見市 各務原市

花井　貴弘 7m05() 忍　昌祐 6m60() 鈴木　悠右 6m17() 築地　涼平 6m12() 小垣内　勇貴 5m79() 安田　翔哉 5m34() 井野　勝喜 5m05()

土岐市 下呂市 中津川市 多治見市 高山市 本巣市 大垣市

宮崎　豊 6m72() 盤所　論 6m15() 櫻野　良信 6m08() 藤井　恵太 5m97() 早野　健太郎 5m60() 大下　圭介 5m31() 永田　竜二 5m26() 加藤　克志 5m25()

各務原市 飛騨市 高山市 中津川市 大垣市 瑞穂市 岐阜市 土岐市

塩谷　和正 5m01() 若宮　修司 4m67()

羽島市 可児市

相良　嘉優 13m04 西野　一希 12m80 花井　貴弘 10m24 井野　勝喜 9m56 吉村　春樹 8m41 鈴木　和馬 8m40

可児市 本巣市 土岐市 大垣市 恵那市 多治見市

奥田　雄也 15m20 熊沢　雅永 15m05 小嶋　謙一 14m41 盤所　論 12m03 村上　寿雄 11m52 熊原　健人 10m41 梅津　昌也 10m36 早野　健太郎 9m40

岐阜市 中津川市 高山市 飛騨市 土岐市 不破郡 美濃加茂市 大垣市

岡村　忠司 10m30

高山市

花川　総子 13.67 関谷　有紗加 13.76 鷲見　有香 13.87 原田　百合絵 14.59 渡辺　結花 14.63 三村　彩華 15.53

高山市 本巣市 山県市 関市 美濃加茂市 美濃市

平工　佐知 15.89 後藤　久恵 18.19

岐阜市 羽島市

武内　琴子 27.52 関谷　有紗加 29.09 澤田　真那 29.35 鈴木　沙季 29.38 杉ノ下　愛 30.37 原田　百合絵 31.03

高山市 本巣市 美濃市 羽島市 岐阜市 関市

渡邉　千恵美 3:04.11

可児市

渡邉　千恵美 12:59.91 後藤　久恵 14:24.65 浜中　好美 17:31.06

可児市 羽島市 各務原市

高山市 52.78 羽島市 56.12 美濃加茂市 58.19 恵那市 1:10.41

花川　総子 神戸　梓 原　美代 田中　麻里

北村　美由起 中村　凪沙 渡辺　純子 水野　綾

原田　恵 菱田　美歩 纐纈　麻葵 水野　悠紀

武内　琴子 鈴木　沙季 渡辺　結花 吉村　恵美

渡辺　純子 1m50 高木　裕美子 1m35 厚見　里奈 1m30 中村　凪沙 1m15 安積　裕花 1m15 水野　悠紀 1m15 木之村　真弓 1m10

美濃加茂市 多治見市 土岐市 羽島市 大垣市 恵那市 各務原市

原田　恵 1m15

高山市

山内　杏珠 5m46() 岸　ちひろ 4m70() 白井　由香子 4m52() 纐纈　麻葵 4m41() 菱田　美歩 4m02() 石原　愛莉 4m00() 北村　美由起 3m79() 岩嶋　有希 3m71()

岐阜市 中津川市 土岐市 美濃加茂市 羽島市 関市 高山市 多治見市

杉ノ下　葵 11m23 鈴木　由維 10m27 井上　佳恵 8m84 梶浦　由美子 8m78 桑山　奈菜 8m30 酒向　さちほ 8m09 神戸　梓 7m75 加藤　文佳 7m35

岐阜市 土岐市 美濃加茂市 大垣市 高山市 山県市 羽島市 中津川市

凡例 

5位 6位 7位 8位

9月20日
25歳未満男子100m

風：-0.4

9月20日
25歳以上男子100m

風：-0.5

1位 2位 3位 4位

9月20日
35歳以上男子100m

風：-0.6

9月20日
45歳以上男子100m

風：-0.6

9月20日
55歳以上男子100m

風：-0.9

9月20日 25歳未満男子400m

9月20日 25歳以上男子400m

9月20日 マスターズ男子800m

9月20日 25歳未満男子1500m

9月20日 25歳以上男子1500m

9月20日 マスターズ男子3000m

9月20日 一般男子4×100mR

9月20日 25歳未満男子走高跳

9月20日 25歳以上男子走高跳

9月20日 25歳未満男子走幅跳

9月20日 25歳以上男子走幅跳

9月20日 マスターズ男子走幅跳

9月20日
25歳未満男子砲丸投

(5.000kg)

9月20日
25歳以上男子砲丸投

(5.000kg)

9月20日
マスターズ男子砲丸投

(5.000kg)

マスターズ女子3000m

9月20日 一般女子4×100mR

9月20日
一般女子100m

風：-2.3

9月20日
マスターズ女子100m

風：-1.7

9月20日
一般女子200m

風：-0.5

9月20日 一般女子砲丸投(4.000kg)
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9月20日 一般女子走高跳

9月20日 一般女子走幅跳

9月20日 マスターズ女子800m

9月20日


