
陸上競技

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 監督 日下部 光 クサカベ ヒカル 県立岐阜商業高等学校

2 監督 海鋒 佳輝 カイホコ ヨシテル 関市立関商工高等学校

3 成年男子 100m・ﾘﾚｰ 齋藤 仁志 サイトウ ヒトシ サンメッセ(株)

4 成年男子 400m・ﾘﾚｰ 太田 和憲 オオタ カズノリ サンメッセ(株)

5 成年男子 800m 久我 アレキサンデル クガ アレキサンデル 岐阜経済大学

6 成年男子 110mH 岩船 陽一 イワフネ ヨウイチ サンメッセ(株)

7 成年男子 400mH・ﾘﾚｰ 今井 順也 イマイ ジュンヤ 県立恵那高等学校

8 成年男子 走幅跳・ﾘﾚｰ 品田 直宏 シナダ ナオヒロ 濃飛倉庫運輸(株)

9 成年男子 ハンマー投 田中 透 タナカ トオル （公財）岐阜県体育協会

10 成年男子 やり投 荒井 謙 アライ ケン 七十七銀行

11 少年男子Ａ 100m・ﾘﾚｰ 手塚 康太 テヅカ コウタ 岐阜聖徳学園高等学校

12 少年男子Ａ 三段跳 久保田 倫宇 クボタ ミチタカ 県立岐阜商業高等学校

13 少年男子Ａ 砲丸投 伊藤 勇吏 イトウ ユウリ 県立益田清風高等学校

14 少年男子Ｂ 200m・ﾘﾚｰ 小池 譲也 コイケ ジョウヤ 下呂市立下呂中学校

15 少年男子Ｂ 砲丸投・ﾘﾚｰ 松岡 晋乃介 マツオカ シンノスケ 市立岐阜商業高等学校

16 少年男子共通 走高跳 井戸田 峻 イドタ シュン 美濃加茂高等学校

17 少年男子共通 棒高跳･ﾘﾚｰ 野田 涼平 ノダ リョウヘイ 県立多治見高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



18 成年女子 100m・ﾘﾚｰ 清水 めぐみ シミズ メグミ 濃飛倉庫運輸(株)

19 成年女子 400m・400mH・ﾘﾚｰ 青木 沙弥佳 アオキ サヤカ 東邦銀行

20 成年女子 5000m 清水 裕子 シミズ ユウコ 積水化学工業(株)

21 成年女子 10000mW 桒原 一菜 クワバラ カズナ 麺工房 弾

22 成年女子 走高跳 三村 有希 ミムラ ユキ （公財）岐阜県体育協会

23 成年女子 棒高跳 丹羽 みなみ ニワ ミナミ 県立羽島北高等学校

24 成年女子 三段跳 ※吉田 麻佑 ヨシダ マユ 県立岐阜高等学校

25 成年女子 ハンマー投 武川 美香 タケカワ ミカ スズキ（株）

26 成年女子 リレー 白井 怜子 シライ レイコ 濃飛倉庫運輸(株)

27 少年女子Ａ 100m・ﾘﾚｰ 大橋 瞳 オオハシ ヒトミ 済美高等学校

28 少年女子Ａ 走幅跳 中村 光希 ナカムラ ミツキ 県立益田清風高等学校

29 少年女子Ｂ 200m・ﾘﾚｰ 柴山 沙也香 シバヤマ サヤカ 多治見市立笠原中学校

30 少年女子Ｂ 100mH・ﾘﾚｰ 加藤 沙彩 カトウ サアヤ 大垣市立東中学校

31 少年女子共通 棒高跳・ﾘﾚｰ 間宮 里菜 マミヤ リナ 県立岐阜商業高等学校

※ 成年女子No.24「吉田」：「吉」の異字体。「土」の下に「口」。



水泳（競泳）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 成年監督 宮﨑 貢 ミヤザキ ミツグ 県立大垣商業高等学校

2 成年男子
50m自由形
100m自由形
200mﾌﾘｰﾘﾚｰ

小長谷 研二 コバセ ケンジ (公財)岐阜県体育協会

3 成年男子 400m自由形 則武 寛唯 ノリタケ ヒロタダ 中京大学

4 成年男子
100m背泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 大倉 秀隆 オオクラ ヒデタカ 近畿大学

5 成年男子
100m平泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 野村 陵太 ノムラ リョウタ 濃尾電機（株）

6 成年男子
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
200mﾌﾘｰﾘﾚｰ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

原 翔太 ハラ ショウタ （公財）岐阜県体育協会

7 成年男子 200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 小西 一輝 コニシ カズキ 富士通（株）

8 成年男子 200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 福井 誠 フクイ マコト 岐阜聖徳学園大学

9 成年女子
50m自由形
100m自由形
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

長谷川 菜月 ハセガワ ナツキ （株）電算システム

10 成年女子 400m自由形 若浪 和希 ワカナミ カズキ 森松工業（株）

11 成年女子
100m背泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 出川 友理江 デガワ ユリエ アピ（株）

12 成年女子
100m平泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 金藤 理絵 カネトウ リエ （公財）岐阜県体育協会

13 成年女子
100mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 眞繼 奈緒子 マツグ ナオコ （公財）岐阜県体育協会

フ リ ガ ナ
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14 少年監督 抜水 務 ヌクミズ ツトム 岐阜中央ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

15 少年男子B
100m自由形
400m自由形
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

井上 奨真 イノウエ ショウマ 県立岐阜商業高等学校

16 少年男子B
100m平泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 加納 拓也 カノウ タクヤ 県立岐阜商業高等学校

17 少年男子B 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 工藤 栄大 クドウ ヒデヒロ 麗澤瑞浪高等学校

18 少年男子B 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 丸山 龍希 マルヤマ リュウキ 県立中津高等学校

19 少年男子A 50m自由形 長屋 ※吉輝 ナガヤ ヨシキ 県立岐阜商業高等学校

20 少年男子A
100m自由形
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 川合 真 カワイ マコト 県立大垣商業高等学校

21 少年男子A 400m自由形 中島 拓海 ナカシマ タクミ 多治見西高等学校

22 少年男子A
200m背泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 高島 陽 タカシマ ヨウ 県立岐阜商業高等学校

23 少年男子A
200m平泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 加藤 遥 カトウ ハルカ 多治見西高等学校

24 少年男子A 400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ 桐原 勇樹 キリハラ ユウキ 県立多治見高等学校

25 少年男子A 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 鷲﨑 智行 スザキ トモユキ 県立岐阜高等学校

26 少年女子B
400m自由形
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 水谷 華奈 ミズタニ カナ 笠松町立笠松中学校

27 少年女子B
200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 田口 そよ風 タグチ ソヨカ 多治見西高等学校

28 少年女子B 400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 安藤 芽生 アンドウ メイ 多治見西高等学校

29 少年女子B 400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 椎木 満里乃 シイキ マリノ 郡上市立八幡中学校

30 少年女子A
50m自由形
100m自由形
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ

武山 茜 タケヤマ アカネ 県立岐阜商業高等学校

31 少年女子A
200m背泳ぎ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 森 万柚子 モリ マユコ 県立大垣商業高等学校

32 少年女子A 200m平泳ぎ 川辺 裕莉華 カワベ ユリカ 県立岐阜商業高等学校

33 少年女子A
400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 米倉 薫 ヨネクラ カオル 帝京大学可児高等学校

34 少年女子A
200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ
400mﾌﾘｰﾘﾚｰ
400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ

吉村 莉奈 ヨシムラ リナ 多治見西高等学校

35 少年女子A 400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 中島 万里花 ナカシマ マリカ 県立岐阜商業高等学校

36 少年女子A 400mﾌﾘｰﾘﾚｰ 早川 由香 ハヤカワ ユカ 県立中津高等学校

※ 少年男子No.19「吉輝」：「吉」の異字体。「土」の下に「口」。



水泳（飛込・ｼﾝｸﾛ）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 成年監督 飛び込み 重成 数幸 シゲナリ カズユキ ドルフィン（株）

2 成年男子
飛板
高飛び 岡本 優 オカモト ユウ ユニー㈱

3 成年女子
飛板
高飛び 倉澤 歩 クラサワ アユミ （株）吉田ハム

4
少年女子

監督
シンクロ 林 豊 ハヤシ ユタカ 岐阜スイミングクラブ

5 少年女子 シンクロ 小関 莉央 オゼキ リオ 県立岐阜商業高等学校

6 少年女子 シンクロ 漆舘 有輝子 ウルシダテ ユキコ 岐阜東高等学校

氏 名 フリガナ
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水泳（水球）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
少年男子

監督
白濱 健太 シラハマ ケンタ 県立大垣東高等学校

2 少年男子 山田 留唯 ヤマダ ルイ 県立大垣東高等学校

3 少年男子 長島 大起 ナガシマ ダイキ 県立大垣東高等学校

4 少年男子 田中 将司 タナカ マサシ 県立大垣東高等学校

5 少年男子 山口 渉 ヤマグチ ワタル 県立大垣工業高等学校

6 少年男子 寺山 拡人 テラヤマ ヒロト 県立大垣東高等学校

7 少年男子 森山 真太朗 モリヤマ シンタロウ県立大垣東高等学校

8 少年男子 平田 一成 ヒラタ イッセイ 県立大垣東高等学校

9 少年男子 渋谷 恭平 シブヤ キョウヘイ県立大垣東高等学校

10 少年男子 作田 健太朗 サクタ ケンタロウ大垣日本大学高等学校

11 少年男子 白木 雄太 シラキ ユウタ 県立大垣東高等学校

12 少年男子 清水 敦斗 シミズ アツト
向陽台高等学校技能連携
平野学園

フ リ ガ ナ氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 参加者名簿



サッカー

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

伊藤 哲也 イトウ テツヤ （株）岐阜フットボールクラブ

2 成年男子 本田 豊 ホンダ ユタカ （株）大光

3 成年男子 吉崎 清生 ヨシザキ スゴウ （株）立岩

4 成年男子 田中 淳 タナカ ジュン （公財）岐阜県体育協会

5 成年男子 倉田 健生 クラタ ケンセイ ヤマト運輸㈱

6 成年男子 吉岡 拓朗 ヨシオカ タクロウ （公財）岐阜県体育協会

7 成年男子 金 誠吉 キム ソンギル MULTI-STUDIO DoWELL一宮

8 成年男子 片山 朗 カタヤマ アキラ （公財）岐阜県体育協会

9 成年男子 松井 義隆 マツイ ヨシタカ （有）更科

10 成年男子 松江 克樹 マツエ ヨシキ （株）アクトス

11 成年男子 中村 豪 ナカムラ ゴウ （公財）岐阜県体育協会

12 成年男子 遠藤 雄一 エンドウ ユウイチ （株）アクトス

13 成年男子 村松 潤 ムラマツ ジュン （公財）岐阜県体育協会

14 成年男子 深山 翔平 フカヤマ ショウヘイヤマト運輸㈱

15 成年男子 柳澤 隼 ヤナギサワ ジュン （公財）岐阜県体育協会

16 成年男子 栗本 幸治 クリモト コウジ COPIN羽島市民プール

17
少年男子

監督
大野 聖吾 オオノ セイゴ 県立大垣工業高等学校

18 少年男子 大西 裕之 オオニシ ヒロユキ 県立岐阜工業高等学校

19 少年男子 村瀬 大地 ムラセ ダイチ 県立岐阜工業高等学校

20 少年男子 筒井 淳貴 ツツイ アツキ 帝京大学可児高等学校

21 少年男子 川村 一誠 カワムラ イッセイ 帝京大学可児高等学校

22 少年男子 長江 虹輝 ナガエ コウキ 県立長良高等学校

23 少年男子 田中 道貴 タナカ ミチタカ 帝京大学可児高等学校

氏 名
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24 少年男子 志知 大輝 シチ タイキ 京都橘高等学校

25 少年男子 山口 開 ヤマグチ カイ 帝京大学可児高等学校

26 少年男子 大野 椋馬 オオノ リョウマ 帝京大学可児中学校

27 少年男子 藤田 章太郎 フジタ ショウタロウ 帝京大学可児高等学校

28 少年男子 松下 英右 マツシタ エイスケ 安八町組合立東安中学校

29 少年男子 花井 優太 ハナイ ユウタ 帝京大学可児高等学校

30 少年男子 金山 隣太稜 カナヤマ リンタロウ 帝京大学可児高等学校

31 少年男子 永田 泰弘 ナガタ ヤスヒロ 県立岐阜工業高等学校

32 少年男子 松葉 浩也 マツバ ヒロナリ 帝京大学可児高等学校

33 少年男子 渡邊 裕太 ワタナベ ユウタ 市立関商工高等学校

34 女子監督 高橋 悦郎 タカハシ エツロウ 中部学院大学

35 女子 水谷 綾香 ミズタニ アヤカ 岐阜県警察

36 女子 大橋 実生 オオハシ ミオ EXEDY

37 女子 松﨑 裕子 マツザキ ヒロコ 岐阜保健短期大学医療専門学校

38 女子 加藤 沙弥 カトウ サヤ 中京大学

39 女子 宮沢 里彩 ミヤザワ リサ 県立大垣西高等学校

40 女子 安藤 祐月 アンドウ ユヅキ ぎふ綜合健診センター

41 女子 深尾 留美 フカオ ルミ 武庫川女子大学短期大学部

42 女子 羽田野 莉江 ハタノ リエ 中京大学

43 女子 白井 希生子 シライ マイコ 県立岐阜高等学校

44 女子 小栗 麻緒 オグリ マオ 日本体育大学

45 女子 酒井 菜緒 サカイ ナオ 県立岐阜高等学校

46 女子 山田 怜奈 ヤマダ レナ 花井整形外科

47 女子 周防 まい子 スオウ マイコ 中部学院大学

48 女子 横幕 佳菜 ヨコマク カナ 大阪体育大学

49 女子 松尾 知奈美 マツオ チナミ 中部学院大学



テニス

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

鵜飼 元一 ウカイ モトカズ （株）トーカイ

2 成年男子 古田 陸人 フルタ リクト 早稲田大学

3
成年女子
兼監督

田島 杏奈 タジマ アンナ 東海学院大学

4 成年女子 青木 柚里香 アオキ ユリカ 法政大学

5
少年男子

監督
安藤 喜章 アンドウ ヨシアキ 県立岐阜商業高等学校

6 少年男子 古田 海人 フルタ カイト 県立岐阜商業高等学校

7 少年男子 菱田 亘槻 ヒシダ コウキ 県立岐阜商業高等学校

8
少年女子

監督
土本 幸司 ツチモト コウジ 県立岐阜商業高等学校

9 少年女子 鵜飼 美希 ウカイ ミキ 県立恵那農業高等学校

10 少年女子 木部 栞 キベ シオリ 県立岐阜商業高等学校

フ リ ガ ナ氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



ボート

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
伊藤 栄剛 イトウ シゲタケ 中部電力（株）

2 成年男子 舵手付フォア 笠原 敬 カサハラ タカシ 中部電力（株）

3 成年男子 舵手付フォア 奥村 武 オクムラ タケル 愛知電機（株）

4 成年男子 舵手付フォア 清水 大輔 シミズ ダイスケ 中部電力（株）

5 成年男子 舵手付フォア 西野 稔 ニシノ ミノル 中部電力（株）

6 成年男子 舵手付フォア 掛野 寛喜 カケノ ヒロキ 中部電力（株）

7 成年男子 舵手付フォア 川浦 慎平 カワウラ シンペイ 中部電力（株）

8 成年男子 ダブルスカル 濱木 一也 ハマキ カズヤ （株）トーエネック

9 成年男子 ダブルスカル 林 真幸 ハヤシ マサユキ 明治大学

10 成年男子 シングルスカル 今井 祐樹 イマイ ユウキ 中部電力（株）

11
成年女子

監督
纐纈 隼矢 コウケツ ジュンヤ 大垣共立銀行

12 成年女子 舵手付クオドルプル 渡邊 早紀 ワタナベ サキ 仙台大学

13 成年女子 舵手付クオドルプル 宮田 知佳 ミヤタ チカ 大垣共立銀行

14 成年女子 舵手付クオドルプル 内藤 愛理 ナイトウ アイリ 大垣共立銀行

15 成年女子 舵手付クオドルプル 堀田 茉希 ホッタ マキ 大垣共立銀行

16 成年女子 舵手付クオドルプル 小笠原 沙織 オガサワラ サオリ 大垣共立銀行

17 成年女子 舵手付クオドルプル 野﨑 千聖 ノザキ チサト 中部電力（株）

18 成年女子 ダブルスカル 坂東 慧子 バンドウ サトコ 中部電力（株）

19 成年女子 ダブルスカル 廣田 紗知 ヒロタ サチ 中部電力（株）

20 成年女子 シングルスカル 若井 江利 ワカイ エリ 日本サイクス（有）

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



21
少年男子

監督
井戸 純一 イド ジュンイチ美濃加茂高等学校

22
少年男子

監督
西尾 源寿 ニシオ モトヒサ 県立恵那高等学校

23 少年男子 舵手付クオドルプル 伊藤 勇希 イトウ ユウキ 県立加茂高等学校

24 少年男子 舵手付クオドルプル 林 亜門 ハヤシ ツグト 県立加茂高等学校

25 少年男子 舵手付クオドルプル 大竹 崇寛 オオタケ タカヒロ 県立東濃実業高等学校

26 少年男子 舵手付クオドルプル 櫻井 克茂 サクライ カツシゲ 県立加茂高等学校

27 少年男子 舵手付クオドルプル 坂本 大寿 サカモト ダイジュ 県立八百津高等学校

28 少年男子 舵手付クオドルプル 森 猛 モリ タケシ 県立加茂高等学校

29 少年男子 ダブルスカル 市川 大輔 イチカワ ダイスケ 県立恵那高等学校

30 少年男子 ダブルスカル 福田 高康 フクダ タカヤス 美濃加茂高等学校

31 少年男子 シングルスカル 林 惇 ハヤシ スナオ 県立恵那高等学校

32
少年女子

監督
古田 丈博 フルタ タケヒロ 県立加茂高等学校

33
少年女子

監督
井戸 礼子 イド レイコ 県立八百津高等学校

34 少年女子 舵手付クオドルプル 中村 未歩 ナカムラ ミホ 県立加茂高等学校

35 少年女子 舵手付クオドルプル 篠田 結花 シノダ ユカ 県立加茂高等学校

36 少年女子 舵手付クオドルプル 植松 香穂 ウエマツ カホ 県立加茂高等学校

37 少年女子 舵手付クオドルプル 藤井 香菜 フジイ カナ 県立加茂高等学校

38 少年女子 舵手付クオドルプル 渡邉 楓 ワタナベ カエデ 県立加茂高等学校

39 少年女子 舵手付クオドルプル 堀 晴夏 ホリ ハルカ 県立恵那高等学校

40 少年女子 ダブルスカル 佐藤 花美 サトウ ハナミ 県立八百津高等学校

41 少年女子 ダブルスカル 梶野 真美 カジノ マミ 県立八百津高等学校

42 少年女子 シングルスカル 長谷川 琴未 ハセガワ コトミ 県立東濃実業高等学校



ホッケー

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

辻 健吾 ツジ ケンゴ 岐阜市消防本部

2 成年男子 岡部 潤 オカベ ジュン エム・シー・ヘルスケア（株）

3 成年男子 百成 俊博 モモナリ トシヒロ (株)中部事務機

4 成年男子 井上 拓哉 イノウエ タクヤ (株)トーカイ

5 成年男子 藤井 辰憲 フジイ タツノリ （公財）岐阜県体育協会

6 成年男子 安田 康彦 ヤスダ ヤスヒコ (株)トーカイ

7 成年男子 日髙 和広 ヒダカ カズヒロ 各務原市立蘇原中学校

8 成年男子 杉下 尚也 スギシタ ナオヤ 岐阜市役所

9 成年男子 長屋 恭太 ナガヤ キョウタ 県立長良特別支援学校

10 成年男子 横山 友裕 ヨコヤマ トモヒロ 村上記念病院

11 成年男子 髙島 寛司 タカシマ ヒロシ (株)トーカイ

12 成年男子 伊藤 高志 イトウ タカシ （株）トーカイ

13 成年男子 小池 太郎 コイケ タロウ (株)日本一ソフトウェア

14
成年女子
兼監督

三浦 恵子 ミウラ ケイコ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

15 成年女子 加藤 かおり カトウ カオリ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

16 成年女子 林 なぎさ ハヤシ ナギサ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

17 成年女子 坂井 志帆 サカイ シホ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

18 成年女子 村上 藍 ムラカミ アイ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

19 成年女子 中川 未由希 ナカガワ ミユキ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

20 成年女子 山本 由佳理 ヤマモト ユカリ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

21 成年女子 前田 春奈 マエダ ハルナ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

22 成年女子 石田 伊津美 イシダ イヅミ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

23 成年女子 飯村 美香 イイムラ ミカ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

24 成年女子 中島 史恵 ナカシマ ミエ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

25 成年女子 佐藤 雅子 サトウ マサコ ソニーイーエムシーエス(株)稲沢サイト

26 成年女子 永井 友理 ナガイ ユリ 東海学院大学短期大学部

27 成年女子 真野 由佳梨 マノ ユカリ 東海学院大学

フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名



28
少年男子

監督
酒井 健之 サカイ タケユキ 県立岐阜総合学園高等学校

29 少年男子 柳原 啓吾 ヤナギハラ ケイゴ 県立岐阜総合学園高等学校

30 少年男子 内藤 幹 ナイトウ モトキ 県立岐阜各務野高等学校

31 少年男子 伊藤 巧弥 イトウ タクヤ 県立岐阜総合学園高等学校

32 少年男子 高橋 拓也 タカハシ タクヤ 県立岐阜各務野高等学校

33 少年男子 永井 祐真 ナガイ ユウマ 県立岐阜総合学園高等学校

34 少年男子 山田 竜也 ヤマダ タツヤ 県立岐阜各務野高等学校

35 少年男子 小林 真也 コバヤシ マサナリ 県立岐阜総合学園高等学校

36 少年男子 若松 雄太 ワカマツ ユウタ 県立岐阜各務野高等学校

37 少年男子 福田 貴也 フクタ タカヤ 県立岐阜各務野高等学校

38 少年男子 丸茂 大 マルモ マサル 県立岐阜総合学園高等学校

39 少年男子 三島 理 ミシマ オサム 県立岐阜総合学園高等学校

40 少年男子 今井 博章 イマイ ヒロアキ 県立岐阜総合学園高等学校

41 少年男子 堀 弘明 ホリ ヒロアキ 県立岐阜総合学園高等学校

42
少年女子

監督
和田 真二 ワダ シンジ 県立岐阜各務野高等学校

43 少年女子 井戸田 華菜 イドタ カナ 県立岐阜各務野高等学校

44 少年女子 可児 史奈 カニ フミナ 県立岐阜各務野高等学校

45 少年女子 吉岡 沙也加 ヨシオカ サヤカ 県立岐阜各務野高等学校

46 少年女子 小川 里佳 オガワ リカ 県立岐阜各務野高等学校

47 少年女子 永井 葉月 ナガイ ハヅキ 県立岐阜各務野高等学校

48 少年女子 住本 真子 スミモト マコ 県立岐阜各務野高等学校

49 少年女子 田村 めぐみ タムラ メグミ 県立岐阜各務野高等学校

50 少年女子 八木 麻理菜 ヤギ マリナ 県立岐阜各務野高等学校

51 少年女子 羽田 吹雪 ハダ フブキ 県立岐阜各務野高等学校

52 少年女子 竹村 千成 タケムラ チナリ 県立岐阜各務野高等学校

53 少年女子 竹市 薫 タケイチ カオル 県立岐阜各務野高等学校

54 少年女子 足立 知瞭 アダチ チアキ 県立岐阜各務野高等学校

55 少年女子 山月 明日香 ヤマツキ アスカ 県立岐阜各務野高等学校



ボクシング

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
細野 光史 ホソノ ミツフミ 県立岐阜工業高等学校

2 成年男子 ライトフライ級 田中 亮明 タナカ リョウメイ駒澤大学

3 成年男子 フライ級 華井 玄樹 ハナイ ゲンキ 東京農業大学

4 成年男子 バンタム級 重田 誠 シゲタ マコト （公財）岐阜県体育協会

5 成年男子 ライトウェルター級 鈴木 大河 スズキ タイガ 専修大学

6 成年男子 ウェルター級 近藤 広貴 コンドウ ヒロキ 東京農業大学

7
少年男子

監督
柏木 克宣 カシワギ カツノリ 県立多治見工業高等学校

8
少年男子

監督
石原 英康 イシハラ ヒデヤス 中京高等学校

9 少年男子 ライトフライ級 田中 恒成 タナカ コウセイ 中京高等学校

10 少年男子 フライ級 武山 祐輝 タケヤマ ユウキ 県立岐阜工業高等学校

11 少年男子 バンタム級 髙橋 渉 タカハシ ワタル 県立岐阜工業高等学校

12 少年男子 ライト級 中村 拓矢 ナカムラ タクヤ 県立岐阜工業高等学校

13 少年男子 ライトウェルター級 河口 周悟 カワグチ シュウゴ 県立多治見北高等学校

フ リ ガ ナ氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



バレーボール

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
鷲見 和伸 スミ カズノブ 郡上市立八幡中学校

2 成年男子 田中 飛鳥 タナカ アスカ 県立岐阜各務野高等学校

3 成年男子 島野 俊一 シマノ シュンイチ（株）東海ヒューム管

4 成年男子 長谷川 勝也 ハセガワ カツヤ （株）ヤシマ

5 成年男子 袴谷 亮介 ハカマヤ リョウスケ県立岐阜本巣特別支援学校

6 成年男子 五十川 俊一 イカガワ シュンイチ揖斐広域連合

7 成年男子 廣澤 兼善 ヒロサワ トモヨシ 榎本ビーエー（株）

8 成年男子 濱本 敬介 ハマモト ケイスケ 福寿工業（株）

9 成年男子 小野 孝宏 オノ タカヒロ （株）ジェイテクト

10 成年男子 山下 洋平 ヤマシタ ヨウヘイ （株）秋田屋本店

11 成年男子 熊﨑 祐貴 クマザキ ユウキ 岐阜大学大学院

12 成年男子 酒井 信彰 サカイ ノブアキ 酒井智義税理士事務所

13 成年男子 辻 裕作 ツジ ユウサク 県立岐阜商業高等学校

14
成年女子

監督
椿本 真恵 ツバキモト サナエ ＪＡぎふ

15 成年女子 山田 江美香 ヤマダ エミカ ＪＡぎふ

16 成年女子 湯川 理奈 ユカワ リナ 県立岐阜本巣特別支援学校

17 成年女子 居波 由佳 イナミ ユカ ＪＡぎふ

18 成年女子 川村 奈々 カワムラ ナナ ＪＡぎふ

19 成年女子 櫻井 弥恋 サクライ ヤコ ＪＡぎふ

20 成年女子 坂本 育美 サカモト イクミ ＪＡぎふ

21 成年女子 樋口 美紀 ヒグチ ミノリ ＪＡぎふ

22 成年女子 森岡 裕子 モリオカ ユウコ ＪＡぎふ

23 成年女子 中村 早紀子 ナカムラ サキコ ＪＡぎふ

24 成年女子 大西 悠加 オオニシ ハルカ 岐阜東中学校

25 成年女子 正村 さやか ショウムラ サヤカ ＪＡぎふ

26 成年女子 川島 里華 カワシマ リカ 中京大学

氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

フ リ ガ ナ



27
少年男子

監督
林 剛史 ハヤシ タケシ 県立岐南工業高等学校

28 少年男子 寺町 崚 テラマチ リョウ 県立岐阜商業高等学校

29 少年男子 大関 拓也 オオゼキ タクヤ 県立岐南工業高等学校

30 少年男子 浦田 一将 ウラタ カズマサ 県立岐阜商業高等学校

31 少年男子 長屋 梓 ナガヤ アズサ 県立岐阜商業高等学校

32 少年男子 井上 天翔 イノウエ テンショウ県立岐阜商業高等学校

33 少年男子 浦田 拓馬 ウラタ タクマ 県立岐阜商業高等学校

34 少年男子 杉田 大知 スギタ ダイチ 県立岐阜工業高等学校

35 少年男子 加納 燎 カノウ アキラ 県立岐阜商業高等学校

36 少年男子 平井 貴之 ヒライ タカユキ 県立大垣工業高等学校

37 少年男子 臼井 大輝 ウスイ ダイキ 県立岐阜工業高等学校

38 少年男子 坂口 舜 サカグチ シュン 県立岐阜工業高等学校

39 少年男子 中村 洋介 ナカムラ ヨウスケ 県立岐阜工業高等学校

40
少年女子

監督
西岡 健一郎 ニシオカケンイチロウ県立岐阜総合学園高等学校

41 少年女子 那須 瞳美 ナス ヒトミ 県立岐阜商業高等学校

42 少年女子 山本 直美 ヤマモト ナオミ 県立岐阜総合学園高等学校

43 少年女子 朝日 優衣 アサヒ ユイ 県立岐阜商業高等学校

44 少年女子 秋良 成美 アキラ ナルミ 県立岐阜総合学園高等学校

45 少年女子 中澤 愁香 ナカザワ シュウカ 県立大垣養老高等学校

46 少年女子 小林 愛佳 コバヤシ アイカ 市立関商工高等学校

47 少年女子 杉 郁香 スギ アヤカ 県立岐阜商業高等学校

48 少年女子 戸本 奈那 トモト ナナ 県立岐阜各務野高等学校

49 少年女子 小西 愛衣 コニシ メイ 県立岐阜商業高等学校

50 少年女子 猪野 文花 イノ フミカ 県立岐阜商業高等学校

51 少年女子 日置 実奈 ヒオキ ミナ 県立岐阜総合学園高等学校

52 少年女子 目加田 莉央 メカタ リオ 県立岐阜各務野高等学校



体操（競技・新体操）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
競技 藤橋 和範 ﾌｼﾞﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 県立岐阜本巣特別支援学校

2 成年男子 競技 土性 尚貴 ﾄﾞｼｮｳ ﾅｵｷ 日本耐酸壜工業（株）

3 成年男子 競技 山本 翔一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ （公財）岐阜県体育協会

4 成年男子 競技 稲寺 拓也 ｲﾅﾃﾗ ﾀｸﾔ （公財）岐阜県体育協会

5 成年男子 競技 遠藤 正紘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 筑波大学

6
成年女子

監督
競技 小池 寿美 ｺｲｹ ﾄｼﾐ 県立関特別支援学校

7 成年女子 競技 深尾 明希穂 ﾌｶｵ ｱｷﾎ 深尾食品（株）馬喰一代

8 成年女子 競技 野々山 華乃 ﾉﾉﾔﾏ ｶﾉ 中京大学

9 成年女子 競技 吉村 優花 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｶ 県立恵那特別支援学校

10 成年女子 競技 佐藤 亜莉沙 ｻﾄｳ ｱﾘｻ （公財）岐阜県体育協会

11
少年男子

監督
競技 福田 道大 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾁｵ 中京高等学校

12 少年男子 競技 鵜飼 真弘 ｳｶｲ ﾏｻﾋﾛ 中京高等学校

13 少年男子 競技 伊藤 大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 中京高等学校

14 少年男子 競技 山本 康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 中京高等学校

15 少年男子 競技 毛利 公亮 ﾓｳﾘ ｺｳｽｹ 中京高等学校

16
少年女子

監督
競技 森 金樹 ﾓﾘ ｷﾝｼﾞ 中京高等学校

17 少年女子 競技 西脇 三姫 ﾆｼﾜｷ ﾐｷ 中京高等学校

18 少年女子 競技 臼井 美風優 ｳｽｲ ﾐﾌﾕ 中京高等学校

19 少年女子 競技 川村 莉世 ｶﾜﾑﾗ ﾘｾ 中京高等学校

20 少年女子 競技 原 彩香 ﾊﾗ ｱﾔｶ 至学館高等学校

21
少年女子

監督
新体操 臼井 千奈美 ｳｽｲ ﾁﾅﾐ ＮＰＯ総合体操クラブ

22 少年女子 新体操 髙田 夏穂 ﾀｶﾀﾞ ｶﾎ 済美高等学校

23 少年女子 新体操 大西 彩貴 ｵｵﾆｼ ｻｷ 済美高等学校

24 少年女子 新体操 小出 菜子美 ｺｲﾃﾞ ﾅｺﾐ 済美高等学校

25 少年女子 新体操 舛中 美月 ﾏｽﾅｶ ﾐﾂﾞｷ 済美高等学校

26 少年女子 新体操 舘林 桃子 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｺ 済美高等学校

氏 名 フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



バスケットボール

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
田中 良夫 タナカ ヨシオ 県立大垣南高等学校

2 成年男子 田中 昌寛 タナカ マサヒロ 岐阜車体工業(株)

3 成年男子 梶本 健一 カジモト ケンイチ 県立岐阜総合学園高等学校

4 成年男子 杉本 慎太郎 スギモト シンタロウ榎本ビーエー（株）

5 成年男子 前村 雄大 マエムラ ユウダイ 豊通物流（株）

6 成年男子 犬飼 啓介 イヌカイ ケイスケ 朝日大学歯学部附属病院

7 成年男子 足立 尚也 アダチ ナオヤ アイシン・エィ・ダブリュ(株)

8 成年男子 熊澤 恭平 クマザワ キョウヘイアイシン・エィ・ダブリュ(株)

9 成年男子 神津 祥平 コウヅ ショウヘイ岐阜車体工業(株)

10 成年男子 三浦 正和 ミウラ マサカズ ホシザキ東海(株)

11 成年男子 坂本 健 サカモト ケン 愛知鋼管工業(株）

12 成年男子 山田 哲也 ヤマダ テツヤ （公財）岐阜県体育協会

13
成年女子

監督
打江 謙二 ウツエ ケンジ 高山西高等学校

14 成年女子 横山 愛 ヨコヤマ アイ 三菱電機(株）

15 成年女子 水木 佳恵 ミズキ ヨシエ 美濃市立美濃中学校

16 成年女子 堀内 優 ホリウチ ユウ 県立東濃特別支援学校

17 成年女子 髙井 詩織 タカイ シオリ 県立中濃特別支援学校

18 成年女子 安井 未帆 ヤスイ ミホ （株）ニデック

19 成年女子 佐久間 奈々 サクマ ナナ 岐阜車体工業(株）

20 成年女子 水谷 佳代 ミズタニ カヨ 岐阜乗合自動車(株）

21 成年女子 千葉 さや香 チバ サヤカ 三菱電機(株）

22 成年女子 小野田 美幸 オノダ ミユキ トヨタ自動車(株）

23 成年女子 茅谷 由希子 カヤタニ ユキコ 中部学院大学

24 成年女子 中村 早希 ナカムラ サキ 立命館大学

25 成年女子 安江 舞 ヤスエ マイ 愛知学泉大学

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



26
少年男子

監督
田中 聡 タナカ サトシ 県立岐南工業高等学校

27 少年男子 平佐田 葵 ヒラサタ アオイ 美濃加茂高等学校

28 少年男子 高橋 駿輔 タカハシ シュンスケ美濃加茂高等学校

29 少年男子 赤土 裕典 セキド ユウスケ 美濃加茂高等学校

30 少年男子 黒木 怜雄 クロキ レオ 美濃加茂高等学校

31 少年男子 大野 翔一 オオノ ショウイチ県立岐阜総合学園高等学校

32 少年男子 谷 憲人 タニ ケント 県立岐阜総合学園高等学校

33 少年男子 田中 浩一 タナカ コウイチ 県立岐阜農林高等学校

34 少年男子 坂之下 涼太 サカノシタ リョウタ 美濃加茂高等学校

35 少年男子 水口 勢士郎 ミズグチ セイシロウ県立岐阜農林高等学校

36 少年男子 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ県立岐阜農林高等学校

37 少年男子 武藤 崇正 ムトウ タカマサ 美濃加茂高等学校

38 少年男子 酒井 豪 サカイ ゴウ 県立岐阜農林高等学校

39
少年女子

監督
安江 満夫 ヤスエ ミツオ 岐阜女子高等学校

40 少年女子 野澤 弥央 ノザワ ミオ 岐阜女子高等学校

41 少年女子 小林 結女 コバヤシ ユメ 岐阜女子高等学校

42 少年女子 米谷 六花 ヨネヤ リツカ 岐阜女子高等学校

43 少年女子 ロー ヤシン ロー ヤシン 岐阜女子高等学校

44 少年女子 鐘ヶ江 さゆり カネガエ サユリ 岐阜女子高等学校

45 少年女子 近田 菜津紀 コンダ ナツキ 岐阜女子高等学校

46 少年女子 坂田 侑紀奈 サカタ ユキナ 岐阜女子高等学校

47 少年女子 中村 友美 ナカムラ ユミ 岐阜女子高等学校

48 少年女子 大橋 恵実 オオハシ メグミ 岐阜女子高等学校

49 少年女子 常川 華 ツネカワ ハルキ 岐阜女子高等学校

50 少年女子 ディヤイ アイダ ディヤイ アイダ 岐阜女子高等学校

51 少年女子 水野 里紗 ミズノ リサ 岐阜女子高等学校



レスリング

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
有賀 浩樹 アリガ ヒロキ 県立中津商業高等学校

2 成年男子 グレコ55kg級 清水 早伸 シミズ ハヤノブ 自衛隊体育学校

3 成年男子 フリー60kg級 桑木 黎 クワキ レイ 中京学院大学

4 成年男子 グレコ66kg級 成瀬 一彦 ナルセ カズヒコ 県立恵那特別支援学校

5 成年男子 フリー74kg級 鎌田 学 カマタ マナブ 自衛隊体育学校

6 成年男子 フリー84kg級 鈴木 聖二 スズキ セイジ 学校法人 恵峰学園

7 成年男子 フリー96kg級 山口 剛 ヤマグチ タケシ 早稲田大学

8
少年男子

監督
青木 昭博 アオキ アキヒロ 県立岐南工業高等学校

9 少年男子 フリー50kg級 青木 祐聡 アオキ ユウソウ 県立岐南工業高等学校

10 少年男子 グレコ55kg級 松井 涼 マツイ リョウ 県立岐阜工業高等学校

11 少年男子 グレコ60kg級 上野 慎太郎 ウエノ シンタロウ 県立岐南工業高等学校

12 少年男子 フリー74kg級 廣瀨 章吾 ヒロセ ショウゴ 県立岐阜工業高等学校

13 少年男子 フリー84kg級 川島 將揮 カワシマ マサキ 県立岐南工業高等学校

14 少年男子 グレコ96kg級 竹内 亮亘 タケウチ アキノブ 県立岐南工業高等学校

15 少年男子 グレコ120kg級 瀬川 翔太 セガワ ショウタ 県立岐南工業高等学校

氏 名 フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



セーリング

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 成年監督 川瀨 修央 カワセ ノブオ アイビー電子工業（株）

2 成年男子 ４７０級 西村 祐司 ニシムラ ユウジ （株）大光

3 成年男子 ４７０級 大嶋 龍介 オオシマ リュウスケ(公財)岐阜県体育協会

4 成年男子 国体ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝﾀﾞ-級 内野 航太 ウチノ コウタ 大垣ガス㈱

5 成年男子 国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 金子 岳司 カネコ タケシ 大垣共立銀行

6 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 伊藤 淳子 イトウ ジュンコ 大垣共立銀行

7 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 渡邉 絵美 ワタナベ エミ 共立ビジネスサービス（株）

8 成年女子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 松永 貴美 マツナガ タカミ 大垣共立銀行

9 成年女子 国体ｳｨﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ級 小嶺 恵美 コミネ メグミ 大垣共立銀行

10 少年監督 水谷 浩也 ミズタニ ヒロヤ 県立海津明誠高等学校

11 少年男子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 鈴木 祐哉 スズキ ユウヤ 県立海津明誠高等学校

12 少年男子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 稲垣 史哉 イナガキ フミヤ 県立海津明誠高等学校

13 少年男子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 硯 来斗 スズリ ライト 県立海津明誠高等学校

14 少年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 安田 恵 ヤスダ メグミ 県立海津明誠高等学校

15 少年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 近藤 諭香 コンドウ ユカ 県立海津明誠高等学校

16 少年女子 ｼｰﾎｯﾊﾟｰ級ｽﾓｰﾙﾘｸﾞ 毛利 明香里 モウリ アカリ 県立海津明誠高等学校

フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名



ウエイトリフティング

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

62kg級 加藤 雄介 カトウ ユウスケ 土岐市役所

2 成年男子 56kg級 清水 洋平 シミズ ヨウヘイ (株)東海パウデックス

3 成年男子 69kg級 原田 恭歩 ハラダ チカホ 県立大垣特別支援学校

4 成年男子 ＋105kg級 小松 翔 コマツ ショウ (株)TYK

5
少年男子

監督
近藤 大貴 コンドウ タイキ 県立海津明誠高等学校

6 少年男子 69kg級 金子 健太朗 カネコ ケンタロウ県立中津高等学校

7 少年男子 77kg級 栗田 賢登 クリタ ケント 県立海津明誠高等学校

8 少年男子 ＋105kg級 園田 智弘 ソノダ トモヒロ 県立海津明誠高等学校

氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

フ リ ガ ナ



ハンドボール

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
牧野 秀正 マキノ ヒデマサ 岐阜東高等学校

2 成年男子 服部 将康 ハットリ マサヤス ㈱電算システム

3 成年男子 川畑 一刀 カワバタ カズトウ 岐阜プラスチック工業㈱

4 成年男子 伊藤 寿浩 イトウ トシヒロ 岐阜大学大学院

5 成年男子 山越 雄一朗 ヤマコシ ユウイチロウ 新生車輌㈱

6 成年男子 宮崎 翔平 ミヤザキ ショウヘイ 中部電力㈱

7 成年男子 桶谷 英則 オケタニ ヒデノリ 豊田合成㈱

8 成年男子 日比野 辰典 ヒビノ タツノリ ㈱野田鉄工

9 成年男子 近藤 拓也 コンドウ タクヤ 岐阜プラスチック工業㈱

10 成年男子 名嘉 哲平 ナカ テッペイ 西濃通運㈱

11 成年男子 山下 昌哉 ヤマシタ マサヤ 県立大垣南高等学校

12 成年男子 小川 慶 オガワ ケイ 朝日大学

13 成年男子 田平 龍太郎 タヒラ リュウタロウ トヨタ車体㈱

14
成年女子

監督
山川 由加 ヤマカワ ユカ 高山信用金庫

15 成年女子 山下 孝子 ヤマシタ タカコ 高山信用金庫

16 成年女子 八重 安由美 ヤジュウ アユミ 県立飛騨特別支援学校

17 成年女子 小田 奈穂子 オダ ナホコ 県立飛騨特別支援学校

18 成年女子 中村 愛歩 ナカムラ マナホ 高山信用金庫

19 成年女子 池之端 弥生 イケノハタ ヤヨイ 県立飛騨特別支援学校

20 成年女子 柴田 理紗 シバタ リサ 県立飛騨特別支援学校

21 成年女子 立野 未央 タテノ ミオ 県立飛騨特別支援学校

22 成年女子 東 祥子 アズマ ショウコ 高山信用金庫

23 成年女子 宮ノ腰 愛子 ミヤノコシ アイコ スタジオシーベヌ

24 成年女子 岡崎 加奈子 オカザキ カナコ 県立飛騨高山高等学校

25 成年女子 小松 真理子 コマツ マリコ （公財）岐阜県体育協会

26 成年女子 網谷 涼子 アミタニ リョウコ 筑波大学

フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名



27
少年男子

監督
髙橋 淳 タカハシ ジュン 市立岐阜商業高等学校

28 少年男子 青木 優 アオキ ユウ 市立岐阜商業高等学校

29 少年男子 湯之上 佳史 ユノウエ ヨシフミ 高山西高等学校

30 少年男子 横山 大貴 ヨコヤマ ダイキ 県立岐阜商業高等学校

31 少年男子 倉畑 凌介 クラハタ リョウスケ 高山西高等学校

32 少年男子 槇本 崇志 マキモト タカシ 高山西高等学校

33 少年男子 継石 祥平 ツギイシ ショウヘイ 高山西高等学校

34 少年男子 望月 健司 モチヅキ ケンジ 市立岐阜商業高等学校

35 少年男子 政井 颯起 マサイ サツキ 高山西高等学校

36 少年男子 森下 将史 モリシタ マサシ 高山西高等学校

37 少年男子 堀 広輝 ホリ ヒロキ 市立岐阜商業高等学校

38 少年男子 平野 友寛 ヒラノ トモヒロ 高山西高等学校

39 少年男子 岩切 貴勧 イワキリ タカユキ 市立岐阜商業高等学校

40
少年女子

監督
近藤 哲也 コンドウ テツヤ 県立飛騨高山高等学校

41 少年女子 後藤 秋穂 ゴトウ アキホ 県立飛騨高山高等学校

42 少年女子 中島 沙里奈 ナカシマ サリナ 県立飛騨高山高等学校

43 少年女子 古橋 広葉 フルハシ ヒロヨ 県立飛騨高山高等学校

44 少年女子 奥堀 妃永 オクホリ キエ 県立飛騨高山高等学校

45 少年女子 柴田 佑真 シバタ ユマ 県立飛騨高山高等学校

46 少年女子 佐藤 茜 サトウ アカネ 県立飛騨高山高等学校

47 少年女子 平野 麻綾 ヒラノ マアヤ 県立飛騨高山高等学校

48 少年女子 下会所 舞香 シモカイショ マイカ 県立飛騨高山高等学校

49 少年女子 花村 成美 ハナムラ ナルミ 県立岐阜商業高等学校

50 少年女子 渡邉 美奈 ワタナベ ミナ 県立飛騨高山高等学校

51 少年女子 藤田 咲妃 フジタ サキ 県立長良高等学校

52 少年女子 今井 雪乃 イマイ ユキノ 県立飛騨高山高等学校



自転車

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
郡山 雅仁 コオリヤマ マサヒト ㈱近藤機械製作所

2 成年男子
1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ
4km団体追抜 高橋 翔太 タカハシ ショウタ 日本大学

3 成年男子
ｹｲﾘﾝ

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 佐野 伸弥 サノ シンヤ NOSAI岐阜中央

4 成年男子
ロード

4km速度競走
4km団体追抜

矢野 智哉 ヤノ トモヤ 朝日大学

5 成年男子
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

4km団体追抜 市原 和希 イチハラ カズキ 朝日大学

6 成年男子
ロード

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ
4km団体追抜

橋本 英也 ハシモト エイヤ 鹿屋体育大学

7
少年男子

監督
萩野 良信 ハギノ ヨシノブ 県立岐南工業高等学校

8 少年男子
1kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ
ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 堀 兼壽 ホリ ケンジュ 岐阜第一高等学校

9 少年男子
ロード
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ
相馬 義宗 ソウマ ヨシムネ 県立岐南工業高等学校

10 少年男子
ｹｲﾘﾝ

ﾁｰﾑｽﾌﾟﾘﾝﾄ 富田 拓海 トミダ タクミ 県立岐南工業高等学校

11 少年男子
ロード

4km速度競走
4km団体追抜

渡邊 翔太郎 ワタナベショウタロウ県立岐南工業高等学校

フ リ ガ ナ氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



ソフトテニス

№
監督・選手

種別
出場
種目

勤務先・学校名

1 成年監督 木本 有信 キモト アリノブ 太平洋工業（株）

2 成年男子 森 健禎 モリ タケヨシ （株）大鹿印刷所

3 成年男子 大友 聡明 オオトモ トシアキ （株）大鹿印刷所

4 成年男子 古賀 崇史 コガ タカフミ （株）大鹿印刷所

5 成年男子 杉尾 卓馬 スギオ タクマ （株）大鹿印刷所

6 成年男子 緒方 寛和 オガタ ヒロカズ （株）大鹿印刷所

7 成年男子 後藤 渉 ゴトウ ワタル （株）大鹿印刷所

8 成年女子 赤瀬 早紀 アカセ サキ 太平洋工業（株）

9 成年女子 志村 紀子 シムラ ノリコ 太平洋工業（株）

10 成年女子 赤松 友美 アカマツ トモミ 太平洋工業（株）

11 成年女子 金岩 宏美 カナイワ ヒロミ 太平洋工業（株）

12 成年女子 宮下 茉実 ミヤシタ マミ 太平洋工業（株）

13 成年女子 曽我部 里穂 ソガベ リホ 太平洋工業（株）

14
少年男子

監督
堀 祐輔 ホリ ユウスケ 中京高等学校

15 少年男子 玉置 大祐 タマオキ ダイスケ 中京高等学校

16 少年男子 安藤 圭祐 アンドウ ケイスケ 中京高等学校

17 少年男子 安藤 優作 アンドウ ユウサク 中京高等学校

18 少年男子 郷 貴夫 ゴウ タカオ 中京高等学校

19 少年男子 立木 雅也 ツイキ マサヤ 中京高等学校

20 少年男子 洞谷 成人 ドウヤ ナルヒト 中京高等学校

21
少年女子

監督
藤盛 洋樹 フジモリ ヒロキ 鶯谷高等学校

22 少年女子 吉田 あゆみ ヨシダ アユミ 鶯谷高等学校

23 少年女子 光野 朱音 ミツノ アカネ 鶯谷高等学校

24 少年女子 加藤 里英 カトウ リエ 鶯谷高等学校

25 少年女子 説田 洋子 セッタ ヨウコ 鶯谷高等学校

26 少年女子 新川 知世 ニイカワ トモヨ 鶯谷高等学校

27 少年女子 藤盛 貴子 フジモリ キコ 鶯谷高等学校

フ リ ガ ナ氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）



卓球

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
米塚 雅弘 ヨネツカ マサヒロ 朝日大学

2 成年男子 時吉 佑一 トキヨシ ユウイチ （公財）岐阜県体育協会

3 成年男子 安藤 康寛 アンドウ ヤスヒロ 岐阜信用金庫

4 成年男子 谷村 直樹 タニムラ ナオキ 筑波大学

5
成年女子

監督
河田 靖司 カワダ ヤスシ 十六銀行

6 成年女子 狭間 のぞみ ハザマ ノゾミ 十六銀行

7 成年女子 山梨 有理 ヤマナシ ユリ 十六銀行

8 成年女子 石塚 美和子 イシヅカ ミワコ 十六銀行

9
少年男子

監督
近藤 琢爾 コンドウ タクジ 富田高等学校

10 少年男子 坂野 申悟 バンノ シンゴ 富田高等学校

11 少年男子 郭 ※リ巾 グオ シュアイ 富田高等学校

12 少年男子 酒井 明日翔 サカイ アスカ 帝京高等学校

13
少年女子

監督
横谷 淳 ヨコタニ ジュン 山県市立高富中学校

14 少年女子 荒木 悠里 アラキ ユウリ 富田高等学校

15 少年女子 加藤 知秋 カトウ チアキ 県立岐阜商業高等学校

16 少年女子 加藤 杏華 カトウ キョウカ 県立岐阜商業高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ

※ 少年男子No.11「リ巾」は一字。「リ」に「巾」。



軟 式 野 球

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

松田 光廣 マツダ ミツヒロ 岐阜県軟式野球連盟

2 成年男子 田中 謙次 タナカ ケンジ 岐阜日野自動車（株）

3 成年男子 岸本 智拓 キシモト トモヒロ サンメッセ（株）

4 成年男子 梶原 教彦 カジハラ ノリヒコ 濃飛西濃運輸（株）

5 成年男子 西本 一也 ニシモト カズヤ 岐阜日野自動車（株）

6 成年男子 原 章仁 ハラ アキヒト 東海自動車学校

7 成年男子 髙井 誠 タカイ マコト 岐阜日野自動車（株）

8 成年男子 都竹 真童 ツヅク シンドウ 岐阜日野自動車（株）

9 成年男子 日江井 克明 ヒエイ カツアキ 東海自動車学校

10 成年男子 有我 友佑 アリガ ユウスケ 岐阜信用金庫

11 成年男子 長谷川 清貴 ハセガワ キヨタカ 岐阜日野自動車（株）

12 成年男子 新原 拓也 ニイハラ タクヤ 岐阜日野自動車（株）

13 成年男子 中道 大輔 ナカミチ ダイスケ 東海自動車学校

14 成年男子 江口 将司 エグチ マサシ 岐阜日野自動車（株）

15 成年男子 森本 祐人 モリモト ユウト サンメッセ（株）

16 成年男子 日置 聡 ヒオキ サトシ 濃飛西濃運輸（株）

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



相 撲

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
下尾 直己 シモオ ナオミ 岐南町立岐南中学校

2 成年男子 木村 雄 キムラ ユウ 県立岐阜本巣特別支援学校

3 成年男子 安田 竜浩 ヤスダ タツヒロ 県立長良特別支援学校

4 成年男子 神山 達哉 コウヤマ タツヤ 同志社大学

5
少年男子

監督
小森 豊文 コモリ トヨフミ 県立岐阜農林高等学校

6 少年男子 服部 知倫 ハットリ トモノリ 市立岐阜商業高等学校

7 少年男子 長尾 勇気 ナガオ ユウキ 県立岐阜農林高等学校

8 少年男子 桒原 貴昭 クワバラ タカアキ 県立岐阜農林高等学校

9 少年男子 大藏 翔 オオクラ カケル 県立岐阜農林高等学校

10 少年男子 若林 魁 ワカバヤシ カイ 県立岐阜農林高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

フ リ ガ ナ氏 名



馬術

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 成年男子
標準障害飛越

ダービー 吉田 裕之 ヨシダ ヒロユキ 吉田装蹄所

2 成年男子
馬場馬術

自由演技馬場馬術 小川 尚也 オガワ ナオヤ (株)互洋商事

3 成年男子
トップスコア
六段障害飛越 武仲 哲司 タケナカ テツジ タケナカファーム

4 成年男子
ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ
国体総合馬術 可児 忠義 カニ タダヨシ (有)可児工業

5 成年女子 二段階障害飛越 原 さくら ハラ サクラ Ｇｉｆｕ吉田ファミリー

6 成年女子
馬場馬術

自由演技馬場馬術 吉田 なな美 ヨシダ ナナミ 福井工業大学

7
成年女子
兼監督

標準障害飛越
トップスコア 岡田 有里 オカダ ユリ 笠松ライディングスクール

8 成年女子 ダービー 戸本 佳子 トモト ケイコ 浅野乗馬クラブ

9 少年
リレー

ダービー
自由演技馬場馬術

吉田 まなみ ヨシダ マナミ 県立岐阜商業高等学校

10
少年

兼ﾎｰｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ

リレー
二段階障害飛越
団体障害飛越

可児 太亮 カニ タイスケ 県立加茂農林高等学校

11 少年
ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ
団体障害飛越 大野 暢子 オオノ ノブコ 県立加茂農林高等学校

12 少年
標準障害飛越
トップスコア 緋田 碧 アケダ ミドリ 県立岐阜農林高等学校

13 少年 団体障害飛越 中村 優太 ナカムラ ユウタ 山県市立高富中学校

14 少年 馬場馬術 萩尾 唯 ハギオ ユイ 帝京大学可児高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フリガナ



フェンシング

№
監督・選手

種別
勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

西脇 一徳 ニシワキ カズノリ 県立大垣南高等学校

2 成年男子 佐久間 忠 サクマ タダシ 養老町役場

3 成年男子 水谷 一貴 ミズタニ カズキ 法政大学

4
成年女子
兼監督

平田 京美 ヒラタ キョウミ 岐阜トヨタ自動車（株）

5 成年女子 吹原 麻美 フキハラ アサミ 県立羽島北高等学校

6 成年女子 中野 希望 ナカノ ノゾミ 大垣共立銀行

7
少年男子

監督
鈴村 元宏 スズムラ モトヒロ 県立大垣南高等学校

8 少年男子 藤田 浩輔 フジタ コウスケ 県立岐阜各務野高等学校

9 少年男子 佐伯 恒星 サエキ コウセイ 鶯谷高等学校

10 少年男子 粟野 聖也 アワノ セイヤ 県立羽島北高等学校

11
少年女子

監督
三島 巧 ミシマ タクミ 県立羽島北高等学校

12 少年女子 伊藤 真希 イトウ マキ 県立大垣南高等学校

13 少年女子 小栗 千紗絵 オグリ チサエ 県立羽島北高等学校

14 少年女子 濱野 万葉 ハマノ マハ 県立羽島北高等学校

フ リ ガ ナ

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名



柔 道

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
松久 好勝 マツヒサ ヨシカツ 岐阜県警察学校

2 成年男子 笠井 貢太 カサイ コウタ 岐建㈱

3 成年男子 粟野 靖浩 アワノ ヤスヒロ 了徳寺学園岐阜出張所

4 成年男子 馬場 大輔 ババ ダイスケ 中京高等学校

5 成年男子 新井 優来 アライ ユウキ 岐建㈱

6 成年男子 川瀬 孝司 カワセ コウジ 岐建㈱

7
成年女子

監督
久保田 浩史 クボタ ヒロシ 岐阜大学

8 成年女子 伊部 尚子 イベ ショウコ 岐建㈱

9 成年女子 田中 美衣 タナカ ミキ 了徳寺学園岐阜出張所

10 成年女子 石山 麻弥 イシヤマ アヤ ㈱丸順

11
少年男子

監督
藤原 厚良 フジワラ アツロ 県立関高等学校

12 少年男子 山田 竜平 ヤマダ リュウヘイ 大垣日本大学高等学校

13 少年男子 藤原 健吾 フジワラ ケンゴ 市立関商工高等学校

14 少年男子 保田 浩生 ヤスダ ヒロキ 県立大垣商業高等学校

15 少年男子 佐藤 洸朔 サトウ コウサク 岐阜第一高等学校

16 少年男子 水野 悟徳 ミズノ ゴトク 中京高等学校

17
少年女子

監督
竹田 健 タケダ ケン 鶯谷高等学校

18 少年女子 柳井 望 ヤナイ ノゾミ 鶯谷高等学校

19 少年女子 野村 ひかり ノムラ ヒカリ 鶯谷高等学校

20 少年女子 山中 満紀 ヤマナカ マキ 大垣日本大学高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



ソフトボール

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
藤田 一輔 フジタ カズスケ シーシーアイ（株）

2 成年男子 坂本 俊行 サカモト トシユキ 不二精工（株）

3 成年男子 西 貴史 ニシ タカシ エバ工業（株）

4 成年男子 鈴村 和正 スズムラ カズマサ シーシーアイ（株）

5 成年男子 前 裕也 ススメ ユウヤ ECODEN（株）

6 成年男子 萩原 志英 ハギハラ ユキヒデ 県立岐阜盲学校

7 成年男子 横山 拓 ヨコヤマ ヒラク （株）ヤマザキマザック美濃加茂製作所

8 成年男子 山崎 優 ヤマザキ スグル 岐阜聖徳学園大学附属小学校

9 成年男子 枦山 竜児 ハゼヤマ リュウジ （株）ヤマザキマザック美濃加茂製作所

10 成年男子 伊藤 圭佑 イトウ ケイスケ 県立大垣特別支援学校

11 成年男子 嶋田 智希 シマダ トモキ 羽島市教育委員会

12 成年男子 鈴木 周平 スズキ シュウヘイ(公財)岐阜県体育協会

13 成年男子 金刺 大地 カネザシ ダイチ （株）ヤマガタヤ

14
成年女子

監督
栗山 利宏 クリヤマ トシヒロ 岐阜県庁

15 成年女子 長沼 裕子 ナガヌマ ヒロコ 大垣市立西中学校

16 成年女子 瀧本 衣理 タキモト エリ サンメッセ（株）

17 成年女子 増淵 まり子 マスブチ マリコ （財）岐阜県ＥＳ振興事業団

18 成年女子 小柳 薫 オヤナギ カオル （株）豊田自動織機

19 成年女子 田中 亜侑美 タナカ アユミ 岐阜トヨタ自動車(株)

20 成年女子 山中 しほ ヤマナカ シホ （株）日立製作所ソフトウェア事業部

21 成年女子 眞鍋 幸維 マナベ サユイ （株）日立製作所ソフトウェア事業部

22 成年女子 細野 了華 ホソノ リョウカ トヨタ自動車（株）

23 成年女子 藏澤 教子 クラサワ ノリコ 日本耐酸壜工業（株）

24 成年女子 髙坂 香月 タカサカ カヅキ （株）豊田自動織機

25 成年女子 鈴木 優子 スズキ ユウコ （株）光製作所

26 成年女子 伊藤 良恵 イトウ カズエ 西濃運輸（株）

27 成年女子 藤本 索子 フジモト モトコ 県立大垣東高等学校
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28
少年男子

監督
藤田 匡人 フジタ マサト 美濃加茂高等学校

29 少年男子 古橋 和也 フルハシ カズヤ 岐阜聖徳学園高等学校

30 少年男子 棚橋 洋文 タナハシ ヒロフミ 岐阜聖徳学園高等学校

31 少年男子 髙坂 奎聡 タカサカ ケイト 岐阜聖徳学園高等学校

32 少年男子 山田 安輝 ヤマダ ヤスキ 美濃加茂高等学校

33 少年男子 田中 遙 タナカ ハルカ 岐阜聖徳学園高等学校

34 少年男子 益田 拓哉 マスダ タクヤ 美濃加茂高等学校

35 少年男子 松波 憲明 マツナミ ノリアキ 岐阜聖徳学園高等学校

36 少年男子 佐藤 弘樹 サトウ ヒロキ 岐阜聖徳学園高等学校

37 少年男子 村雲 裕基 ムラクモ ユウキ 美濃加茂高等学校

38 少年男子 佐野 右京 サノ ウキョウ 岐阜聖徳学園高等学校

39 少年男子 田邉 博文 タナベ ヒロフミ 岐阜聖徳学園高等学校

40 少年男子 堀 寛 ホリ ヒロシ 岐阜聖徳学園高等学校

41 少年男子 飯沼 和真 イイヌマ カズマ 岐阜聖徳学園高等学校

42
少年女子

監督
上松 美香子 ウエマツ ミカコ 多治見西高等学校

43 少年女子 松田 愛実 マツダ マナミ 多治見西高等学校

44 少年女子 河倉 郁美 カワクラ イクミ 多治見西高等学校

45 少年女子 横山 楓香 ヨコヤマ フウカ 多治見西高等学校

46 少年女子 田中 麻美 タナカ マミ 多治見西高等学校

47 少年女子 近藤 紗帆 コンドウ サホ 多治見西高等学校

48 少年女子 森 さくら モリ サクラ 岐阜女子高等学校

49 少年女子 米本 実姫 ヨネモト ミキ 多治見西高等学校

50 少年女子 上松 優希 ウエマツ ユウキ 多治見西高等学校

51 少年女子 安藤 あずさ アンドウ アズサ 多治見西高等学校

52 少年女子 後藤 祐月 ゴトウ ユヅキ 多治見西高等学校

53 少年女子 西之上 千冬 ニシノウエ チフユ 多治見西高等学校

54 少年女子 野原 菜緒 ノハラ ナオ 多治見西高等学校

55 少年女子 近藤 小百合 コンドウ サユリ 多治見西高等学校



バドミントン

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
深田 茂雄 フカダ シゲオ （株）丸杉

2 成年男子 吉田 昇 ヨシダ ノボル （株）丸杉

3 成年男子 髙木 洋平 タカギ ヨウヘイ （株）丸杉

4 成年男子 石川 直樹 イシカワ ナオキ （株）丸杉

5
成年女子

監督
尾藤 伸治 ビトウ シンジ 東海学院大学

6 成年女子 後藤 愛 ゴトウ アイ 東日本電信電話（株）

7 成年女子 脇田 侑 ワキタ ユウ （株）文溪堂

8 成年女子 江藤 理恵 エトウ リエ 丸栄コンクリート工業（株）

9
少年男子

監督
大橋 浩 オオハシ ヒロシ 県立岐阜商業高等学校

10 少年男子 後藤 圭亮 ゴトウ ケイスケ 県立岐阜商業高等学校

11 少年男子 稲川 義樹 イナガワ ヨシキ 県立岐阜商業高等学校

12 少年男子 古田 将也 フルタ マサヤ 県立岐阜商業高等学校

13
少年女子

監督
山田 靑子 ヤマダ セイコ （有）トリッキーパンダース

14 少年女子 中村 朱里 ナカムラ アカリ 県立岐阜商業高等学校

15 少年女子 上野 亜実 ウエノ アミ 県立岐阜商業高等学校

16 少年女子 髙田 結衣 タカタ ユイ 県立大垣西高等学校
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弓道

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

長島 永治 ナガシマ エイジ 美濃包材（株）

2 成年男子 安田 浩祐企 ヤスダ ヒロユキ イビデン樹脂（株）

3 成年男子 岸田 正輝 キシダ マサキ イビデン（株）

4
成年女子
兼監督

水野 聖子 ミズノ セイコ イビケン（株）

5 成年女子 早川 知子 ハヤカワ トモコ イビデン（株）

6 成年女子 臼井 麻未 ウスイ マミ イビデン（株）

7
少年男子

監督
石原 友平 イシハラ ユウヘイ 市立関商工高等学校

8 少年男子 品川 純輝 シナガワ ジュンキ 中京高等学校

9 少年男子 鈴木 健一 スズキ ケンイチ 中京高等学校

10 少年男子 林 泰佑 ハヤシ タイスケ 麗澤瑞浪高等学校

11
少年女子

監督
今井 誠 イマイ マコト 県立益田清風高等学校

12 少年女子 森川 未和子 モリカワ ミワコ 県立岐阜総合学園高等学校

13 少年女子 安藤 千尋 アンドウ チヒロ 市立関商工高等学校

14 少年女子 高橋 可奈 タカハシ カナ 県立岐阜総合学園高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）
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ライフル射撃

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成男・少男

監督
肥田 千昭 ヒダ チアキ 県立関有知高等学校

2
成女・少女

監督
渡辺 龍一 ワタナベ リュウイチ済美高等学校

3 成年男子
50ｍＰ60Ｍ
50ｍＫ20Ｍ

鈴田 潤 スズタ ジュン 岐阜県厚生農業協同組合連合会

4 成年男子 50ｍ3×40Ｍ 橋爪 一馬 ハシヅメ カズマ 県立関有知高等学校

5 成年男子
10ｍＳ60Ｍ
10ｍＰ60Ｍ

中尾 圭吾 ナカオ ケイゴ 濃飛倉庫運輸（株）

6 成年男子 ＡＰ60Ｍ 出西 秀朗 デニシ ヒデアキ 航空自衛隊岐阜基地

7 成年男子
ＣＰ60Ｍ
ＣＰ30Ｍ

道家 祐一 ミチヤ ユウイチ 岐阜県警察

8 成年女子
50ｍ3×20Ｗ
50ｍＰ60Ｗ

清水 綾乃 シミズ アヤノ 中央大学

9 成年女子
10ｍＳ40Ｗ
10ｍＰ40Ｗ

今井 尚子 イマイ ナオコ （株）東京リーガルマインド

10 成年女子 ＡＰ40Ｗ 遠藤 永子 エンドウ エイコ 岐阜県警察

11 少年男子
ＢＲＳ60ＪＭ
ＢＲＳ30ＪＭ

土屋 陽平 ツチヤ ヨウヘイ 済美高等学校

12 少年男子 10mＳ60ＪＭ 溝畑 勇斗 ミゾハタ ユウト 県立関有知高等学校

13 少年男子 ＢＰ40ＪＭ 太田 義基 オオタ ヨシキ 県立関有知高等学校

14 少年女子
ＢＲＳ40ＪＷ
ＢＲＳ20ＪＷ

本田 光希 ホンダ ミツキ 済美高等学校

15 少年女子 10mＳ40ＪＷ 松巾 亜由 マツハバ アユ 済美高等学校

16 少年女子 ＢＰ40ＪＷ 尾関 菜央 オゼキ ナオ 済美高等学校

氏 名 フ リ ガ ナ
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剣道

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

下島 貴代一 シモジマ キヨカズ 岐阜県警察

2 成年男子 川畑 竜也 カワバタ リュウヤ （公財）岐阜県体育協会

3 成年男子 野田 了 ノダ サトシ 岐阜県警察

4 成年男子 亀山 哲司 カメヤマ テツジ 岐阜県警察

5 成年男子 近藤 宏治 コンドウ コウジ 岐阜県警察

6
成年女子
兼監督

荻田 ひろ美 オギタ ヒロミ 県立各務原西高等学校

7 成年女子 岡安 美登理 オカヤス ミドリ 県立郡上特別支援学校

8 成年女子 竹村 奈緒美 タケムラ ナオミ 岐阜県警察学校

9 少年監督 谷垣 光太郎 タニガキ コウタロウ麗澤瑞浪高等学校

10 少年男子 大橋 賢也 オオハシ ケンヤ 麗澤瑞浪高等学校

11 少年男子 ※吉田 尚平 ヨシダ ショウヘイ麗澤瑞浪高等学校

12 少年男子 南波 拓磨 ナンバ タクマ 麗澤瑞浪高等学校

13 少年男子 野沢 岳志 ノザワ タカシ 麗澤瑞浪高等学校

14 少年男子 佐藤 光 サトウ ヒカル 麗澤瑞浪高等学校

15 少年女子 乗田 美紀 ノリタ ミキ 麗澤瑞浪高等学校

16 少年女子 三好 絢女 ミヨシ アヤメ 麗澤瑞浪高等学校

17 少年女子 藤田 絢子 フジタ アヤコ 麗澤瑞浪高等学校

18 少年女子 髙瀬 美咲 タカセ ミサキ 麗澤瑞浪高等学校

19 少年女子 二宮 恭子 ニノミヤ キョウコ 麗澤瑞浪高等学校

※ 少年男子No.11「吉田」：「吉」の異字体。「土」の下に「口」。

氏 名

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）
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ラグビーフットボール

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

石田 光司 イシダ コウジ 県立中濃特別支援学校

2 成年男子 嘉手苅 拓也 カデカル タクヤ 県立岐阜本巣特別支援学校

3 成年男子 嘉手納 良寿 カデナ ヨシヒサ 大和建設

4 成年男子 近岡 典次 チカオカ ノリツグ 三菱自動車工業(株) 京都

5 成年男子 大薮 弘佑 オオヤブ ヒロスケ 各務原市立各務原養護学校

6 成年男子 川平 晃弘 カワヒラ アキヒロ 県立岐阜本巣特別支援学校

7 成年男子 近松 拓 チカマツ ヒロム (有)近松燃料店

8 成年男子 佐藤 有亮 サトウ ユウスケ 西濃エキスプレス(株)

9 成年男子 上西 晃弘 ウエニシ アキヒロ ＭＴＫ(株)

10 成年男子 唐田 琢也 カラタ タクヤ カイインダストリーズ(株)

11 成年男子 松原 洋平 マツバラ ヨウヘイ (株)マツバラ

12 成年男子 秋葉 雄 アキバ タケシ (株)オンダ製作所

13 成年男子 吉田 邦紘 ヨシダ クニヒロ 美濃市役所

14 成年男子 徐 剛樹 ジョ ツヨキ トヨタ自動車(株)

15 成年男子 植村 進一朗 ウエムラシンイチロウ鍋屋バイテック会社

16 成年男子 平山 将吾 ヒラヤマ ショウゴ (株)大光

17 成年男子 山口 僚 ヤマグチ リョウ 西濃エキスプレス(株)

18 成年男子 枝本 大輝 エダモト ダイキ (株)マツバラ

19 成年男子 長野 哲郎 ナガノ テツロウ 関市役所

20 成年男子 後藤 達哉 ゴトウ タツヤ 濃飛倉庫運輸(株)

21 成年男子 麦島 俊典 ムギシマ トシノリ 朝日大学

22 成年男子 高橋 龍哉 タカハシ リュウヤ 大日本土木(株)

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）
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23
少年男子

監督
吉田 英生 ヨシダ ヒデオ 県立各務原高等学校

24 少年男子 赤塚 大貴 アカツカ ダイキ 県立各務原高等学校

25 少年男子 波多野 奨馬 ハタノ ショウマ 市立関商工高等学校

26 少年男子 成戸 智哉 ナルト トモヤ 岐阜聖徳学園高等学校

27 少年男子 田島 廣人 タジマ ヒロト 県立岐南工業高等学校

28 少年男子 池田 尚哉 イケダ ナオヤ 市立関商工高等学校

29 少年男子 清水 優樹 シミズ ユウキ 県立岐南工業高等学校

30 少年男子 安田 録正 ヤスダ トシマサ 市立関商工高等学校

31 少年男子 小野木 祐斗 オノギ ユウト 県立各務原高等学校

32 少年男子 香村 隆介 コウムラ リュウスケ市立関商工高等学校

33 少年男子 長谷川 裕幸 ハセガワ ヒロユキ 県立各務原高等学校

34 少年男子 古田 響 フルタ ヒビキ 岐阜聖徳学園高等学校

35 少年男子 青山 翔哉 アオヤマ ショウヤ 県立各務原高等学校

36 少年男子 森川 大蔵 モリカワ ダイゾウ 市立関商工高等学校

37 少年男子 梅村 祐生 ウメムラ ユウキ 県立岐阜工業高等学校

38 少年男子 乗冨 凌 ノリトミ リョウ 市立関商工高等学校

39 少年男子 森 秀平 モリ シュウヘイ県立岐南工業高等学校

40 少年男子 土産 諒 ミヤゲ リョウ 県立岐南工業高等学校

41 少年男子 宮原 悟志 ミヤハラ サトシ 市立関商工高等学校

42 少年男子 相宮 崇人 アイミヤ タカヒト 県立岐阜工業高等学校

43 少年男子 吉村 太志 ヨシムラ タイシ 県立岐阜工業高等学校

44 少年男子 加藤 拓真 カトウ タクマ 市立関商工高等学校

45 少年男子 富田 一樹 トミダ カズキ 市立関商工高等学校

46 少年男子 仲浦 治慶 ナカウラ ハルヨシ 県立岐南工業高等学校



山岳

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
早川 政志 ハヤカワ マサシ 岐阜県山岳連盟

2 成年男子 小嶋 勲 コジマ イサオ 川崎重工業（株）

3 成年男子 久保 祐二 クボ ユウジ クライミングジムR&F

4
成年女子

監督
水口 正弘 ミズグチ マサヒロ 山口鋼業（株）

5 成年女子 水口 僚 ミズグチ ツカサ 朝日大学

6 成年女子 戸根木 麻衣 トネギ マイ （株）セイノー商事

7
少年男子

監督
邨瀬 一弘 ムラセ カズヒロ （株）河合商店

8 少年男子 亀山 凌平 カメヤマ リョウヘイ県立各務原高等学校

9 少年男子 邨瀬 将之 ムラセ ショウノ 県立岐阜総合学園高等学校

10
少年女子

監督
豊場 恒司 トヨバ コウジ 岐阜県山岳連盟

11 少年女子 小川 那瑠実 オガワ ナルミ 県立岐阜総合学園高等学校

12 少年女子 伊藤 実悠 イトウ ミユウ 聖マリア女学院高等学校

フ リ ガ ナ
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カヌー

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 監督 スラローム・
ワイルドウォーター 加藤 彰則 カトウ アキノリ 明光化成工業㈱

2 監督 スプリント 加藤 章二 カトウ ショウジ 県立八百津高等学校

3 成年男子 スプリント
カナディアンシングル 小島 嶺太 コジマ リョウタ トヨタカローラ岐阜㈱

4 成年男子
スプリント

カヤックシングル 渡邊 大規 ワタナベ ヒロキ ユニー㈱

5 成年男子
スラローム

カヤックシングル 加藤 哲平 カトウ テッペイ 恵峰学園すずめっこ杉の子幼稚園

6 成年男子 ワイルドウォーター
カヤックシングル 渡辺 正浩 ワタナベ マサヒロ 県立八百津高等学校

7 成年女子
スプリント

カヤックシングル 辻岡 さやか ツジオカ サヤカ トヨタカローラ岐阜㈱

8 成年女子
スラローム

カヤックシングル 海渕 萌 カイフチ モエ トヨタカローラ岐阜㈱

9 成年女子 ワイルドウォーター
カヤックシングル 畑 良枝 ハタ ヨシエ トヨタカローラ岐阜㈱

10 少年男子
スプリント

カヤックシングル 貝川 裕 カイガワ ユウ 県立八百津高等学校

11 少年男子
スプリント

カヤックペア 早川 翔 ハヤカワ ショウ 県立八百津高等学校

12 少年男子
スプリント

カヤックペア 篠田 亘平 シノダ コウヘイ 県立八百津高等学校

13 少年男子 スプリント
カナディアンシングル 亀谷 智哉 カメガイ トモヤ 県立八百津高等学校

14 少年男子
スプリント

カナディアンペア 田中 優作 タナカ ユウサク 県立八百津高等学校

15 少年男子
スプリント

カナディアンペア 志賀 大悟 シガ ダイゴ 県立八百津高等学校

16 少年女子
スプリント

カヤックシングル 伊藤 ゆき イトウ ユキ 県立恵那南高等学校

17 少年女子
スプリント

カヤックペア 岩井 沙織 イワイ サオリ 県立八百津高等学校

18 少年女子
スプリント

カヤックペア 森 彩乃 モリ アヤノ 県立八百津高等学校

19 少年女子
スプリント

カヤックフォア 伊藤 桃 イトウ モモ 県立八百津高等学校

20 少年女子
スプリント

カヤックフォア 井戸 奈津美 イド ナツミ 県立八百津高等学校

21 少年女子
スプリント

カヤックフォア 柘植 み奈 ツゲ ミナ 県立八百津高等学校

22 少年女子
スプリント

カヤックフォア 平林 綾 ヒラバヤシ アヤ 県立八百津高等学校

第67回国民体育大会 ぎふ清流国体 岐阜県選手団名簿（選手・監督）

氏 名 フ リ ガ ナ



アーチェリー

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

本間 隼人 ホンマ ハヤト 県立大垣西高等学校

2 成年男子 佐々木 和真 ササキ カズマ サンメッセ（株）

3 成年男子 酒井 駿 サカイ シュン 近畿大学

4
成年女子

監督
五反田 裕子 ゴタンダ ユウコ ＪＡひだ

5 成年女子 長岡 光江 ナガオカ ミツエ （公財）岐阜県体育協会

6 成年女子 西村 紗芳 ニシムラ サホ （株）セイノー商事

7 成年女子 奥山 麻子 オクヤマ アサコ 日本体育大学

8
少年男子

監督
河合 貴洋 カワイ タカヒロ ジェイアール東海情報システム（株）

9 少年男子 若山 佳将 ワカヤマ ヨシマサ 県立大垣西高等学校

10 少年男子 衣斐 直也 エビ ナオヤ 県立大垣西高等学校

11 少年男子 髙橋 宏太 タカハシ コウタ 県立大垣西高等学校

12
少年女子

監督
鷲見 益男 スミ マスオ 聖マリア女学院高等学校

13 少年女子 長瀬 友里 ナガセ ユリ 高山西高等学校

14 少年女子 倉坪 絢 クラツボ ジュン 高山西高等学校

15 少年女子 狐塚 佑姫 キツネヅカ ユウキ 聖マリア女学院高等学校
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空手道

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 監督 長谷川 晃 ハセガワ アキラ （株）亀太

2 成年男子 組手重量級 松久 功 マツヒサ コウ （株）エヌケーシー

3 成年男子 組手中量級 松久 玄 マツヒサ ケン 西濃運輸（株）

4 成年男子 組手軽量級 井出 義仁 イデ ヨシヒト 西濃運輸（株）

5 成年男子 形 新馬場 一世 シンババ イッセイ 西濃運輸（株）

6 成年女子 形 時岡 由佳 トキオカ ユカ 西濃運輸（株）

7 成年女子 組手 本間 絵美子 ホンマ エミコ 西濃運輸（株）

8 少年男子 形 福永 貴都 フクナガ タカト 県立岐阜商業高等学校

9 少年男子 組手 藤井 基弘 フジイ モトヒロ 県立岐南工業高等学校

10 少年女子 形 大西 可奈子 オオニシ カナコ 県立池田高等学校

11 少年女子 組手 清家 桜 セイケ サクラ 県立岐阜商業高等学校
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銃剣道

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子
兼監督

津川 貢一 ツガワ コウイチ 陸上自衛隊久居駐屯地

2 成年男子 池戸 渉 イケド ワタル 陸上自衛隊守山駐屯地

3 成年男子 本田 元気 ホンダ ゲンキ 航空自衛隊岐阜基地

4
少年男子

監督
伊佐治 敏郎 イサジ トシロウ 伊佐治建築工業

5 少年男子 河合 将吾 カワイ ショウゴ 県立各務原西高等学校

6 少年男子 松久 昂起 マツヒサ コウキ 県立岐南工業高等学校

7 少年男子 堀部 亮太 ホリベ リョウタ 県立本巣松陽高等学校
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クレー射撃

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 選手兼監督 トラップ 日置 幸彦 ヒオキ ユキヒコ （株）永田工務店

2 選手 トラップ 山口 浩二 ヤマグチ コウジ 山口建築

3 選手 トラップ 佐藤 敏生 サトウ トシオ ワールドレイクゴルフ倶楽部

4 選手 スキート 野村 孝 ノムラ タカシ 山口工業（株）

5 選手 スキート 田上 守里 タガミ モリサト （株）田上商店

6 選手 スキート 三尾 吉孝 ミオ ヨシタカ サークルk付知尾ヶ平店

フ リ ガ ナ
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なぎなた

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 監督 大橋 絵美 オオハシ エミ 県立大垣商業高等学校

2 成年女子 演技・団体 安藤 有美 アンドウ ユミ ＪＡぎふ

3 成年女子 演技・団体 藤井 香代 フジイ カヨ 税理士法人所会計事務所

4 成年女子 団体 大橋 あゆみ オオハシ アユミ 岐阜大学

5 少年女子 演技・団体 三宅 留以 ミヤケ ルイ 岐阜女子高等学校

6 少年女子 演技・団体 三宅 里奈 ミヤケ リナ 岐阜女子高等学校

7 少年女子 団体 宇野 ひかり ウノ ヒカリ 県立大垣商業高等学校
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ボウリング

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子

監督
宮川 澄雄 ミヤガワ スミオ 太陽建材（株）

2 成年男子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

髙橋 俊彦 タカハシ トシヒコ 昭和コンクリート工業（株）

3 成年男子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

安里 秀策 アサト シュウサク朝日大学

4 成年男子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

梶田 朋寛 カジタ トモヒロ 朝日大学

5 成年男子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

田中 善寛 タナカ ヨシヒロ イエローパニック

6
成年女子

監督
星野 眞由美 ホシノ マユミ まるさ水産 岐南

7 成年女子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

竹川 ひかる タケカワ ヒカル 朝日大学

8 成年女子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

高取 恵里 タカトリ エリ 土岐グランドボウル

9 成年女子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

濱元 美貴恵 ハマモト ミキエ 朝日大学

10 成年女子
個人戦

団体戦(2人チーム)
団体戦(4人チーム)

髙橋 美沙 タカハシ ミサ 昭和コンクリート工業（株）

11
少年男子

監督
清水 敦博 シミズ アツヒロ 県立郡上北高等学校

12 少年男子
個人戦
団体戦 竹林 俊介 タケバヤシシュンスケ岐阜聖徳学園高等学校

13 少年男子
個人戦
団体戦 夏目 智樹 ナツメ トモキ 瑞穂市立巣南中学校

14
少年女子

監督
吉村 直人 ヨシムラ ナオト 富士通テン（株）

15 少年女子
個人戦
団体戦 武澤 志穂 タケザワ シホ 多治見市立笠原中学校

16 少年女子
個人戦
団体戦 工藤 由佳 クドウ ユカ 多治見市立多治見中学校
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ゴルフ

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1
成年男子兼

監督
土岐 明彦 トキ アキヒコ （有）一寿司

2 成年男子 齊藤 祐 サイトウ ユウ （有）羽島ダンゴ

3 成年男子 真野 裕喜 マノ ユウキ 愛岐カントリークラブ

4 女子監督 櫻井 和男 サクライ カズオ 美濃加茂高等学校

5 女子 鬼頭 桜 キトウ サクラ 美濃加茂高等学校

6 女子 古川 茉由夏 フルカワ マユナ 岐阜市立梅林中学校

7 女子 小野 祐夢 オノ ヒロム 土岐市立泉中学校

8
少年男子

監督
岩田 隆司 イワタ タカシ 県立岐阜城北高等学校

9 少年男子 吉桑 佑太 ヨシクワ ユウタ 県立岐阜高等学校

10 少年男子 光田 智輝 ミツダ トモキ 美濃加茂高等学校

11 少年男子 水野 隆慶 ミズノ タカヨシ 美濃加茂高等学校

フ リ ガ ナ氏 名
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トライアスロン

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 成年男子 伊藤 寿 イトウ ヒサシ トヨタ自動車(株)

2 成年女子 西 麻依子 ニシ マイコ LFC(株)

氏 名
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高等学校野球(硬式）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 責任教師 竹内 友紀 タケウチ トモキ 県立岐阜商業高等学校

2 監督 藤田 明宏 フジタ アキヒロ 県立岐阜商業高等学校

3 選手 硬式 間宮 宏樹 マミヤ ヒロキ 県立岐阜商業高等学校

4 選手 硬式 田中 宏樹 タナカ ヒロキ 県立岐阜商業高等学校

5 選手 硬式 堀内 雅史 ホリウチ マサシ 県立岐阜商業高等学校

6 選手 硬式 武藤 嘉威 ムトウ カイ 県立岐阜商業高等学校

7 選手 硬式 山元 駿介 ヤマモト シュンスケ県立岐阜商業高等学校

8 選手 硬式 藤後 彰太 トウゴ ショウタ 県立岐阜商業高等学校

9 選手 硬式 渡辺 大揮 ワタナベ タイキ 県立岐阜商業高等学校

10 選手 硬式 西田 健太郎 ニシダ ケンタロウ県立岐阜商業高等学校

11 選手 硬式 高橋 快舟 タカハシ カイシュウ県立岐阜商業高等学校

12 選手 硬式 大山 紘平 オオヤマ コウヘイ 県立岐阜商業高等学校

13 選手 硬式 柴田 遼 シバタ リョウ 県立岐阜商業高等学校

14 選手 硬式 安藤 泰之 アンドウ ヤスユキ 県立岐阜商業高等学校

15 選手 硬式 岩田 啓佑 イワタ ケイスケ 県立岐阜商業高等学校

16 選手 硬式 松尾 皐太 マツオ コウタ 県立岐阜商業高等学校

17 選手 硬式 土田 悠太 ツチダ ユウタ 県立岐阜商業高等学校

18 選手 硬式 原 隆介 ハラ リュウスケ県立岐阜商業高等学校

氏 名 フ リ ガ ナ
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高等学校野球(軟式）

№
監督・選手

種別
出場種目 勤務先・学校名

1 責任教師 佐藤 裕 サトウ ユウ 中京高等学校

2 監督 平中 亮太 ヒラナカ リョウタ 中京高等学校

3 選手 軟式 高畑 駿輔 タカハタ シュンスケ 中京高等学校

4 選手 軟式 林 紘之 ハヤシ ヒロユキ 中京高等学校

5 選手 軟式 山崎 泰 ヤマサキ ユタカ 中京高等学校

6 選手 軟式 大矢 将之 オオヤ マサシ 中京高等学校

7 選手 軟式 林 宏賴 ハヤシ ヒロヨリ 中京高等学校

8 選手 軟式 井戸 勇気 イド ユウキ 中京高等学校

9 選手 軟式 吉川 達也 ヨシカワ タツヤ 中京高等学校

10 選手 軟式 山本 瑠人 ヤマモト リュウト 中京高等学校

11 選手 軟式 後藤 慎平 ゴトウ シンペイ 中京高等学校

12 選手 軟式 工藤 涼介 クドウ リョウスケ 中京高等学校

13 選手 軟式 下村 浩之 シモムラ ヒロユキ 中京高等学校

14 選手 軟式 牧戸 侑大 マキド ユウダイ 中京高等学校

15 選手 軟式 水野 将 ミズノ ショウ 中京高等学校

16 選手 軟式 鷲野 匠 ワシノ タクミ 中京高等学校
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