
競技会名 第 回岐阜県民    大会
競技会場名 関市中池      場
主管 関市      協会
開催日     年 月  日

     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 佐 木 和真 大垣市              
 向井 徹 大垣市              
 酒井 駿 大垣市             
 野木 諭 高山市              
 熱田 雅也 多治見市            
 前川 貴志 養老郡            
 矢野 聡司 高山市            

     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 平野 寛明 高山市             
 伴  祐樹 大垣市             
 今井 希真 可児市             
 篠田 泰邦 関市             
 上馬 信之 中津川            
 春木 敏徳 多治見市            
 古田 隆雄 関市             
 日置 光博 美濃加茂市            
 西垣 和 岐阜市           

     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 加藤 和徳 土岐市             
 服部 俊久 関市            
 高橋 政治 養老郡            
 伊藤 和則 関市            
 伊藤 義文 土岐市            
 安江 晴彦 恵那市            
 鈴木 篤行 多治見市            
 有村 文宏 多治見市            

     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 福田 昇 中津川市            
 太田 満敏 岐阜市             
 黒木 茂雄 高山市            
 玉井 亨 関市            
 鷲見 益男 岐阜市             
 新保 里志 各務原市            
 後藤 鉄郎 各務原市            
 谷口 幸夫 高山市            
 笠井 潔 恵那市            
  石田 公司 美濃加茂市          
     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 山本 法彦 恵那市            
 水野 洋一 土岐市            
 内田 正義 瑞浪市            
 桑原 安治 多治見市            
 小川 恵三 土岐市            
 前川 芳見 養老郡            
 栗田 郁夫 養老郡            



     部門一般男子     
順位 氏名 所属       合計    
 杉浦 節夫 土岐市             
 井尾 敏幸 岐阜市             
 武藤 富男 関市            
 土方 敏晴 恵那市            
 松木 良三 高山市            
 宮川 幸信 瑞浪市            
 中西 武敏 可児市            
 高橋 周平 多治見市            
 水野 利之 瑞浪市            

     部門一般女子 
順位 氏名 所属       合計    
 杉林   大垣市              
 西村 紗芳 大垣市              
 遊佐 萌藍 大垣市             
 五反田 裕子 高山市             
 有本 知香 可児市            
 若宮 正代 美濃加茂市             
 古川 佳代子 関市            
 向井 由美 可児市            
 森本 由美子 多治見市            

       部門男子 
順位 氏名 所属       合計    
 大野 功司 土岐市              
 坂井 寛司 各務原市              
 井上    中津川市              
 鷲見 忠 各務原市              
 坂本 武敏 美濃加茂市              
 池本 多加博 各務原市              
 江上 仁清 各務原市             
 榮  賢司 各務原市             
 花岡 聖文 岐阜市             
  尾関 敏廣 土岐市             



総       順位  総       順位  
名前    得点 順位      名前    得点 順位      順位 郡市 総     

岐
阜
市

井尾 敏幸       

大
垣
市

佐 木 和真        大垣市      
太田 満敏       向井 徹        土岐市      
鷲見 益男       酒井 駿        関市      
西垣 和       伴 祐樹        高山市      
花岡 聖文        杉林   女子       各務原市      

    遊佐 萌藍 女子       岐阜市      
    西村 紗芳 女子       中津川市      

 恵那市      
総       順位  総         順位   多治見市      

名前    得点 順位      名前    得点 順位        可児市      

高
山
市

平野 寛明       

各
務
原
市

新保 里志         養老郡      
野木 諭       後藤 鉄郎         瑞浪市     
矢野 聡司       榮 賢司          美濃加茂市     
黒木 茂雄       坂井 寛司        
谷口 幸夫       池本 多加博        
松木 良三       鷲見 忠          
五反田 裕子 女子      江上 仁清        

総      順位   総       順位  
名前    得点 順位      名前    得点 順位      

瑞
浪
市

内田 正義       

土
岐
市

杉浦 節夫       
田中 公夫    水野 洋一       
宮川 幸信       尾関 敏廣         
水野 利之       大野 功司        
      加藤 和徳       
      小川 恵三       
      伊藤 義文       

総       順位  総       順位   
名前    得点 順位      名前    得点 順位      

関
市

武藤 富男       

可
児
市

今井 希真       
玉井 亨       中西 武敏       
伊藤 和則           
服部 俊久       向井 由美 女子      
篠田 泰邦       有本 知香 女子      
古田 隆雄           
古川 佳代子 女子          



総      順位   総       順位  
名前    得点 順位      名前    得点 順位      順位 郡市 総     

美
濃
加
茂
市

日置 光博       

多
治
見
市

有村 文宏        大垣市      
    高橋 周平        土岐市      

石田 公司        桑原 安治        関市      
坂本 武敏        鈴木 篤行        高山市      
若宮 正代 女子      春木 敏徳        各務原市      

    熱田 雅也        岐阜市      
      森本 由美子 女子       中津川市      

 恵那市      
総         順位  総       順位   多治見市      

名前    得点 順位      名前    得点 順位        可児市      

中
津
川
市

    

恵
那
市

笠井 潔         養老郡      
    山本 法彦         瑞浪市     
    安江 晴彦         美濃加茂市     

福田 昇       土方 敏晴       
          

上馬 信之             
井上                   

総       順位   総      順位   
名前    得点 順位      名前    得点 順位      

養
老
郡

栗田 郁夫       

 
 

      
高橋 政治          女子   
前川 芳見             
前川 貴志             
村瀬 一明          
            
            



 郡市代表種目用 
成績結果報告書           競技

   総合成績
順位     
郡市名 大垣市 土岐市 関市 高山市
競技得点     

順位     
郡市名 各務原市 岐阜市 中津川市 恵那市
競技得点     

   種別成績
部門 順 位    

男
子
 
  

 

 
氏 名 佐 木 和真 向井 徹 酒井 駿

郡市名 大垣市 大垣市 大垣市

 
氏 名 平野 寛明 伴 祐樹 今井 希真

郡市名 高山市 大垣市 可児市

 
氏 名 加藤 和徳 服部 俊久 高橋 政治

郡市名 土岐市 関市 養老郡

 
氏 名 福田 昇 太田 満敏 黒木 茂雄

郡市名 中津川市 岐阜市 高山市

 
氏 名 山本 法彦 水野 洋一 内田 正義

郡市名 恵那市 土岐市 瑞浪市

 
氏 名 杉浦 節夫 井尾 敏幸 武藤 富男

郡市名 土岐市 岐阜市 関市

女子    
氏 名 杉林   西村 紗芳 遊佐 萌藍

郡市名 大垣市 大垣市 大垣市

男女      
氏 名 大野 功司 坂井 寛司 井上    

郡市名 土岐市 各務原市 中津川市


