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過 去 の 栄 光
平成２７年 ８月現在

■国際大会

◎オリンピック

昭２７ １５回 ヘルシンキ 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ２０ ６位

昭３９ １８回 東京 佐藤 美保（長良高） １００ｍ --------

小川 清子（長良高） ４００ｍ ５７．１

木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．１８．６

昭４３ １９回 メキシコ 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ５ｍ１５

（五輪新・日本新）

小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ５７

小倉 新司（岐阜北高教）４×１００ｍリレー ４０．０

（日本新・第３走）

昭４７ ２０回 ミュンヘン 井上 敏明（法政大） 三段跳 １５ｍ８８

昭５１ ２１回 モントリオール 井上 敏明（日立） 三段跳 １６ｍ０６

昭６３ ２４回 ソウル 米重 修一（旭化成） ５０００ｍ １３．５９．６８

米重 修一（旭化成） １００００ｍ ２９．０４．４４

平 ８ ２６回 アトランタ 実井謙二郎（日清食品） マラソン ２°３３′２７″

平１２ ２７回 シドニー 高橋 尚子（積水化学） マラソン ２°２３′１４″１位

（五輪最高記録）

平１６ ２８回 アテネ 向井裕紀弘（西濃運輸） ４×４００ｍリレー

平２０ ２９回 北京 青木沙弥佳（福島大） ４×４００ｍリレー

３．３０．５２（第４走）

◎世界選手権

平 ５ ４回シュツットガルト勝木 秀和（西濃運輸） ４００ｍＨ ４９．７２

多久島 努（西濃運輸） ２０ｋｍＷ １°２８′３９″

平 ９ ６回 アテネ 早田 俊幸（岐阜陸協） １００００ｍ ２８．２７．９７

高橋 尚子（積水化学） ５０００ｍ １５．３２．８３

平１１ ７回 セビリア 高橋 尚子（積水化学） マラソン 棄 権

平１７ １０回 ヘルシンキ 小林 史和（ＮＴＮ） １５００ｍ ３．５１．７６

平１９ １１回 大阪 小林 史和（ＮＴＮ） １５００ｍ ３．４３．６４

青木沙弥佳（福島大） ４×４００ｍリレー

３．３０．１７ （日本新・第１走）

平２１ １２回 ベルリン 青木沙弥佳（ナチュリル） ４００ｍＨ １．０３．５６

青木沙弥佳（ナチュリル）４×４００ｍリレー

３．３４．４６ （第１走）

平２３ １３回 テグ 齋藤 仁志（サンメッセ） ２００ｍ ２０．８３

齋藤 仁志（サンメッセ）４×１００ｍリレー

３８．６６（第４走）
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◎ユニバーシアード

昭３４ ２回 トリノ 渡辺 国昭（中央大） ８００ｍ １．５０．９ ３位

（日本新記録）

渡辺 国昭（中央大） １５００ｍ ３．５２．１ ３位

（日本新記録）

昭４０ ４回 ブダペスト 小倉 新司（順天堂大） 走幅跳 ７ｍ１６

昭４２ ５回 東京 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ４ｍ８０ ５位

小倉 新司（順天堂大） 走幅跳 ７ｍ４８ ５位

佐藤 美保（中央大） １００ｍ １２．２ ５位

佐藤 美保（中央大） ４×１００ｍリレー ２位

４６．５（日本タイ・第２走）

昭４５ ６回 トリノ 小倉 新司（岐阜北高教） --------

丹羽 清（日立） --------

昭４８ ７回 モスクワ 井上 敏明（日立） 三段跳 １５ｍ９１ ６位

昭５８ １２回 エドモントン 米重 修一（旭化成） ５０００ｍ １３．４８．１３ ３位

米重 修一（旭化成） １００００ｍ ２８．５５．３７ １位

昭６０ １３回 神戸 狩野 靖（中京大） １５００ｍ ３．４７．２７

山本 久美（東京女体大） やり投 ４３ｍ８２

米重 修一（旭化成） ５０００ｍ １４．０４．６４ ６位

米重 修一（旭化成） １００００ｍ ２９．１１．７３ ３位

平 ３ １６回 シェーフィールド 実井謙二郎（ＭＤＩ） マラソン ２°１４′１２"２位

平１７ ２３回 イズミール 太田 和憲（東海大学） ４００ｍ ４７．６９

太田 和憲（東海大学） ４×４００ｍリレー ２位

３．０３．２０（日本学生新・第１走）

平１９ ２４回 バンコク 青木沙弥佳（福島大） ４００ｍＨ ５８．８０

平２１ ２５回 ベオグラード 大西 智也（旭化成） ハーフマラソン １°０４′３０" ２位

野村 沙世（名城大） ハーフマラソン １°１４′２３" ３位

平２３ ２６回 深セン 野村 沙世（名城大） ハーフマラソン １°１６′４８" ３位

◎世界クロスカントリー選手権

平 ９年 第２５回 イタリア 揖斐 祐治（土岐商高） ジュニア男子 ２６′１０″

平１０年 第２６回 モロッコ 揖斐 祐治（土岐商高） ジュニア男子 ２４′５３″

平１２年 第２８回 ポルトガル 加藤 直人（土岐商高） ジュニア男子 ２５′４９″

平１３年 第２９回 ベルギー 加藤 直人（土岐商高） ジュニア男子 ２９′３５″

平１４年 第３０回 アイルランド 加藤 直人（土岐商高） ジュニア男子 ２５′１９″

平２１年 第３７回 アンマン 清水 裕子（積水化学） シニア女子 ２８′０２″

平２２年 第３８回 ポーランド 水口 侑子（デンソー） シニア女子 ２６′５７″

清水 裕子（積水化学） シニア女子 ２７′０７″

平２３年 第３９回 スペイン 清水 裕子（積水化学） シニア女子 ２７′２７″
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◎世界ハーフマラソン

平２２年 第１８回 中国 大西 智也（旭化成） １°０１′３１"

平２４年 第２０回 ブルガリア 宮脇 千博（トヨタ自動車） １°０８′３３"

平２６年 第２１回 デンマーク 野村 沙世（第一生命） １°１０′１８″

◎世界ジュニア選手権

昭６１年 第 １回 アテネ 松久 孝弘（市岐阜商） １１０ｍＨ １４．４９

松久 孝弘（市岐阜商） ４００ｍＨ ５２．８９

昭６３年 第 ２回 サドバリ 加藤 良浩（中京大） ２００ｍ ２１．６１

平 ６年 第 ５回 リスボン 鈴木 伸幸（法政大） ４００ｍＨ ５２．６１

平１０年 第 ７回 アヌシー 揖斐 祐治（駒沢大） ５０００ｍ１４．０６．６３ ７位

平１２年 第 ８回 サンチアゴ 板橋 慎治（法政大） ４００ｍ ４７．６７

板橋 慎治（法政大）４×４００ｍリレー

３．１１．２２（第３走）

平１６年 第１０回 グロッセート 太田 和憲（東海大） ４００ｍ ４７．４０

太田 和憲（東海大）４×４００ｍリレー ３位

３．０５．３３（第１走）

平１８年 第１１回 北京 今井 順也（福岡大） ４００ｍＨ ５２．１５

平２６年 第１５回 アメリカ 五藤 怜奈（中部学院大）１００００ｍｗ ４５．５４．０７ ６位

◎世界ユース選手権

平２３年 第 ７回 リール 野田 涼平（多治見高） 棒高跳 ４ｍ８０

平２５年 第 ８回 ドネツク 矢野 和也（大垣商高） ２００ｍ ＤＱ

◎アジア大会

昭２６年 第 １回 ニューデリー澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ１１ １位

澤田 文吉（岐阜市役所）十種競技 ５８６０ ２位

昭２９年 第 ２回 マニラ 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ０６ １位

戸崎美希子（岐阜高） 走幅跳 ５ｍ３５ ３位

昭４１年 第 ５回 バンコク 佐藤 美保（長良高） １００ｍ １２．３ １位

和田 晴美（長良高） 走高跳 １ｍ５５ ４位

佐藤 美保（長良高） ４×１００ｍリレー １位

４７．１（第２走）

昭４５年 第 ６回 バンコク 小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ６２ １位

松崎 里枝（日本大） 砲丸投 １４ｍ０７ ２位

昭４９年 第 ７回 テヘラン 大木 繁男（瑞浪教員ク）１１０ｍＨ １４．６４ ４位

井上 敏明（日立） 三段跳 1６ｍ４５ １位

丹羽 清（日立） 棒高跳 ４ｍ８０ ４位

昭５７年 第 ９回 ニューデリー越本ひとみ（県岐阜商高） ４×４００ｍリレー １位

３．３７．４４（日本新・第１走）
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昭６１年 第１０回 ソウル 越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍ ５４．８６ ６位

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４×４００ｍリレー ２位

３．３９．７７（第２走）

平 ２年 第１１回 北京 狩野 靖（郡上高教） ８００ｍ １．５０．２２ ４位

平 ６年 第１２回 広島 多久島 努（西濃運輸） ２０ｋｍ １°２７′０３ ４位

早田 俊幸（鐘紡） マラソン ２°１１′５７" ２位

松久 孝弘（名鉄） １１０ｍＨ １３．７６ ５位

平１０年 第１３回 バンコク 高橋 尚子（積水化学） マラソン ２°２１′４７" １位

（アジア最高記録）

平１４年 第１４回 釜山 小林 史和（ＮＴＮ） １５００ｍ ３．４９．１８ ６位

平１８年 第１５回 ドーハ 向井裕紀弘（岐阜ＥＳ事業団） ４×４００ｍリレー ４位

３．０７．０７（第３走）

平２２年 第１６回 広州 青木沙弥佳（ナチュリル） ４×４００ｍリレー ４位

３．３１．８１（第１走）

◎極東選手権

大正１０ 第 ５回 上海 戸田 菊夫（日本歯科大） ８８０Ｙ ２．０３．８ １位

戸田 菊夫（日本歯科大） １マイル ---------- ２位

畠山 勇三（東京高師） ５マイル ２７．５００ ３位

大正１２ 第 ６回 大阪 戸田 菊夫（日本歯科大ＯＢ） ８８０Ｙ ---------- ２位

畠山 勇三（東京高師） ８８０Ｙ ----------

昭 ９年 第１０回 マニラ 小椋 啓治（日本毛織） 十種競技 ---------- ６位

■全国大会

◎日本選手権 (優勝者)

大正１０ 第 ９回 駒場 戸田 菊夫（日本歯科大） ８００ｍ ２．０３．８

戸田 菊夫（日本歯科大） １５００ｍ ４．２８．６

昭 ９年 第２１回 甲子園 小椋 啓治（岐阜ＡＣ） 十種競技 ６４６７．１３５

昭１４年 第２６回 神宮 西田 泰介（岐阜師範教） 砲丸投 １２ｍ６５

昭１７年 第２９回 中モズ 澤田 文吉（東京文理大） 棒高跳 ４ｍ１０

昭２２年 第３１回 鞘ケ谷 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ３ｍ８０

昭２３年 第３２回 山形 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ００

昭２４年 第３３回 橿原 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ１０

昭２５年 第３４回 鴨池 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ００

昭２６年 第３５回 瑞穂 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ１０

昭２７年 第３６回 岐阜 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ１０

昭２８年 第３７回 神宮 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ００

昭２９年 第３８回 神宮 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ００

昭３１年 第４０回 宮城野 戸崎美希子（岐阜大） 五種競技 ３５９１
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昭３２年 第４１回 王子 戸崎美希子（岐阜市役所） 走幅跳 ５ｍ３５

戸崎美希子（岐阜市役所） 五種競技 ３６３２

昭３４年 第４３回 国立 渡辺 国昭（中央大） ８００ｍ １．５２．９

昭３５年 第４４回 国立 遠山 惣平（中津商高教） 十種競技 ５３１８

昭３７年 第４６回 大宮 木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．２０．２

昭３９年 第４８回 国立 木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．１３．８

昭４０年 第４９回 国立 小川 清子（中央発條） ４００ｍ ５７．５

昭４３年 第５２回 国立 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ４ｍ９０

加治 政彦（日本大） 円盤投 ４９ｍ６８

佐藤 美保（中央大） １００ｍ １２．３

昭４４年 第５３回 上尾 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ４ｍ９０

小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ９０

昭４５年 第５４回 国立 小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ８１

全岐阜 （山川・浅野・澤田・仲川）４×４００ｍＲ ４．２２．６

昭４６年 第５５回 国立 小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ５２

昭４７年 第５６回 国立 井上 敏明（法政大） 三段跳 １６ｍ４９

昭４８年 第５７回 千葉 大木 繁男（瑞浪教員ク） １１０ｍＨ １４．６

昭５０年 第５９年 国立 度会 修一（中津川工高教） １１０ｍＨ １４．４３

昭５８年 第６７回 国立 羽柴 卓也（順天堂大） １５００ｍ ３．４７．２６

昭６０年 第６９回 国立 山本 久美（東京女体大） やり投 ５７ｍ６６

昭６１年 第７０回 国立 越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍ ５４．６６

昭６２年 第７１回 国立 越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５９．７４

昭６３年 第７２回 国立 狩野 靖（ゴールドウィン）８００ｍ １．５０．０７

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５９．０３

平 ５年 第７７回 国立 河村 道彦（神戸学院大） ２００ｍ ２１．３０

平１２年 第８４回 横浜国際 西濃運輸（鈴木・渡邉・国重・谷田）

４×４００ｍＲ ３．１０．０４

平２３年 第９５回 等々力 桐山 智衣（中京大） 七種競技 ５４４５

平２５年 第９７回 長野 桐山 智衣（中京大） 七種競技 ５５６４

平２６年 第９８回 福島 吉田 麻佑（歩アスレチックス）三段跳 １３ｍ０３

◎国民体育大会 (優勝者)

昭２２年 第 ２回 石川 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ３ｍ９０

昭２３年 第 ３回 福岡 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ１０

昭２４年 第 ４回 東京 澤田 文吉（岐阜市役所） 棒高跳 ４ｍ００

昭２５年 第 ５回 愛知 林 巌（早稲田大） 棒高跳 ３ｍ９０

小椋 啓治（岐阜陸友） 走幅跳 ６ｍ３２

昭２６年 第 ６回 広島 澤田 文吉（岐阜市役所） 走幅跳 ６ｍ８８

水野萬由子（金城大） ２００ｍ ２６．５

岐阜県 （神田・清水・水野徳・水野萬）４×１００ｍＲ ５１．０
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昭２７年 第 ７回 宮城 臼田 快男（富加中教） 走高跳 １ｍ８０

岐阜県 （戸崎・水野・神田・清水）４×１００ｍＲ ５１．６

昭３０年 第１０回 神奈川 戸崎美希子（岐阜大） 走幅跳 ５ｍ４４

昭３１年 第１１回 兵庫 戸崎美希子（岐阜大） 走幅跳 ５ｍ６０

昭３２年 第１２回 静岡 浅野 三郎（大垣商高教） １５００ｍ ４．０３．５

渡辺 国昭（長良高） １５００ｍ ４．０３．６

山内 浩（中津高） やり投 ６１ｍ３７

昭３３年 第１３回 富山 浅野 三郎（大垣商高教） １５００ｍ ４．０９．４

渡辺 国昭（長良高） １５００ｍ ４．０８．３

渡辺 国昭（長良高） ５０００ｍ １５．５８．８

昭３６年 第１６回 秋田 遠山 惣平（中津商高教） １１０ｍＨ １５．４

昭３７年 第１７回 岡山 川村 重夫（関高） 走幅跳 ７ｍ１５

昭３８年 第１８回 山口 山内 浩（土岐高教） やり投 ６９ｍ４５

木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．１３．８

（日本新記録）

昭３９年 第１９回 新潟 小川 清子（長良高） ４００ｍ ５８．２

昭４０年 第２０回 岐阜 丹羽 清（大垣工高） 棒高跳 ４ｍ５０

昭４１年 第２１回 大分 若林 美生（西濃運輸） 走幅跳 ７ｍ３１

大沢 健佑（大垣工高） 走幅跳 ７ｍ２０

駒田 武久（岐陽中教） 砲丸投 １３ｍ８９

伊佐地司朗（岐阜県教委） 円盤投 ４４ｍ８４

田口 一三（岐阜南高） ハンマー投 ６０ｍ９０

佐藤 美保（長良高） １００ｍ １２．４

昭４２年 第２２回 埼玉 砂場 研司（土岐市役所） 走高跳 １ｍ８８

駒田 武久（岐陽中教） 砲丸投 １３ｍ８２

佐藤 美保（中央大） １００ｍ １２．４

昭４３年 第２３回 福井 砂場 研司（土岐市役所） 走高跳 ２ｍ０４

若林 美生（福田スポーツ） 走幅跳 ７ｍ２６

大沢 新平（大垣工高） 三段跳 １５ｍ５４

昭４４年 第２４回 長崎 臼井 幹夫（岐阜南高） 棒高跳 ４ｍ７６

岐阜県 （細野・河合（予）・小倉・高木・星野）４×１００ｍＲ ４２．１

昭４５年 第２５回 岩手 鈴木 寿喜（大垣工高） 棒高跳 ４ｍ６０

岐阜県 （河合・小倉・塚本・星野）４×１００ｍＲ ４１．８

昭４６年 第２６回 和歌山 大木 繁男（中京商高教） １１０ｍＨ １４．５

小林 安志（糸貫中教） 走高跳 １ｍ９７

昭４７年 第２７回 鹿児島 井上 敏明（法政大） 三段跳 １６ｍ６７

（日本新記録）

昭４８年 沖縄特別国体 渡辺ちづ子（那加中教） ８００ｍ ２．２５．２

昭４８年 第２８回 千葉 度会 修一（中津川工高教） １１０ｍＨ １４．３

小嶋 洋子（大垣商高） 円盤投 ３９ｍ８２
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昭４９年 第２９回 茨城 度会 修一（中津川工高教） １１０ｍＨ １４．６

昭５０年 第３０回 三重 大木 繁男（日吉中教） １１０ｍＨ １４．４９

小倉 新司（大垣北高教） 走幅跳 ７ｍ５６

昭５３年 第３３回 長野 柴田 浩二（県岐阜商高） ４００ｍ ４７．７８

宇野 哲人（県岐阜商高） 走高跳 ２ｍ１０

昭５４年 第３４回 宮崎 加藤 利勝（岐阜南高） 走幅跳 ７ｍ３５

昭５５年 第３５回 栃木 狩野 靖（郡上高） ８００ｍ １．５３．４

昭５７年 第３７回 島根 大橋 隆司（大垣商高） 三段跳 １５ｍ５６

昭５８年 第３８回 群馬 大橋 隆司（大垣商高） 三段跳 １５ｍ１９

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ６１．２５

昭５９年 第３９回 奈良 狩野 靖（中京大） １５００ｍ ３．５４．７５

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５９．５２

昭６０年 第４０回 鳥取 加藤 良浩（大垣商高） １００ｍ １０．８５

市川 武志（中京大） ２００ｍ ２１．２２

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５８．４９

昭６１年 第４１回 山梨 松久 孝弘（市岐阜商高） １１０ｍＨ １４．５４

松久 孝弘（市岐阜商高） ４００ｍＨ ５２．３７

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５９．０１

昭６２年 第４２回 沖縄 狩野 靖（ゴールドウイン）８００ｍ １．５０．４７

日下部 光（大垣商高） 走幅跳 ７ｍ６０

越本ひとみ（鐘紡岐阜） ４００ｍＨ ５９．１１

昭６３年 第４３回 京都 加藤 良浩（中京大） ２００ｍ ２１．２２

平 ２年 第４５回 福岡 勝木 秀和（西濃運輸） ４００ｍＨ ４９．７０

大北 一成（大垣日大高） 棒高跳 ５ｍ００

平 ３年 第４６回 石川 堀川 佳成（中京商高） ５０００ｍ １４．４６．９５

平 ４年 第４７回 山形 勝木 秀和（西濃運輸） ４００ｍＨ ５０．２１

平 ５年 第４８回 徳島 鈴木 伸幸（各務原東高） ４００ｍＨ ５１．５９

平１０年 第５３回 神奈川 横山 修司（市岐阜商高） 円盤投 ５１ｍ２０

平１１年 第５４回 熊本 板橋 慎治（大垣工高） ４００ｍ ４７．１２

平１７年 第６０回 岡山 今井 順也（県岐阜商高） ４００ｍＨ ５１．１５

青木沙弥佳（福島大） ４００ｍ ５４．２０

平１８年 第６１回 兵庫 向井裕紀弘（西濃運輸） ４００ｍ ４５．６８

平２１年 第６４回 新潟 山元 隼（大垣工高） 砲丸投 １６ｍ９３

平２３年 第６６回 山口 青木沙弥佳（福島大）（Ｆ） ４００ｍ ５３．７２

平２６年 第６９回 福島 青木沙弥佳（福島大）（Ｆ） ４００ｍ ５３．４６

伊藤 有那（県岐阜商高） Ｂ１００ｍ １１．９６

◎全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 (優勝者) ＊は全国勤労者陸上競技大会

＊昭２４年 第 ２回 宇都宮 小島喜代子（日紡大垣） １００ｍ １３．７

＊昭２７年 第 ５回 橿原 臼田 快男（富加中教） 走高跳 １ｍ８０
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昭２９年 第 ２回 大阪 水野 徳子（川島紡績） ８０ｍＨ １２．４

＊昭３７年 第１５回 西京極 浅野 三郎（大垣商高教） １５００ｍ ４．０１．０

伊佐地司朗（岐阜高教） 円盤投 ４５ｍ７７

昭４０年 第１３回 駒沢 小川 清子（中央発條） ４００ｍ ５９．５

＊昭４１年 第１９回 上尾 坂本 節子（高山製陶） 砲丸投 ８ｍ８６

＊昭４３年 第２１回 屋島 松橋 照義（川崎重工） 走幅跳 ７ｍ１４

昭４３年 第１６回 草薙 小川 清子（明治飲料） ４００ｍ ５７．８

＊昭４４年 第２２回 三重 小川 清子（明治飲料） ４００ｍ ５８．２

昭４４年 第１７回 西京極 小倉 新司（岐阜北高教） １００ｍ １０．８

小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ５６

昭４７年 第２０回 長居 大木 繁男（釜戸中教） １１０ｍＨ １４．７

小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ６０

昭４８年 第２１回 岐阜 大木 繁男（釜戸中教） １１０ｍＨ １４．４

小倉 新司（岐阜北高教） 走幅跳 ７ｍ６１

昭４９年 第２２回 国立 大木 繁男（日吉中教） １１０ｍＨ １４．６

小倉 新司（大垣北高教） 走幅跳 ７ｍ４６

昭５０年 第２３回 岡山 度会 修一（中津川工高教） １１０ｍＨ １４．２

昭６０年 第３３回 三ツ沢 越本ひとみ（鐘紡岐阜） ２００ｍ ２５．４９

昭６１年 第３４回 西京極 早野佳緒里（郡上北高教） 走高跳 １ｍ７３

昭６３年 第３６回 平塚 狩野 靖（ゴールドウィン）８００ｍ １．５３．７２

平 元年 第３７回 西部緑地 狩野 靖（大垣養護教） ８００ｍ １．５２．１４

平 ２年 第３８回 小田原 勝木 秀和（西濃運輸） ４００ｍＨ ５０．７６

多久島 努（西濃運輸） ５０００ｍＷ ２１．０９．４０

平 ３年 第３９回 長良川 松久 孝弘（西濃運輸） １１０ｍＨ １４．２２

多久島 努（西濃運輸） ５０００ｍＷ ２０．０７．０６

平 ４年 第４０回 平塚 多久島 努（西濃運輸） ５０００ｍＷ ２０．４４．５２

平 ５年 第４１回 東平尾 勝木 秀和（西濃運輸） ４００ｍＨ ４９．６９

平 ８年 第４４回 鴨池 海鋒 佳輝（西濃運輸） 走高跳 ２ｍ２３

平 ９年 第４５回 神戸 海鋒 佳輝（西濃運輸） 走高跳 ２ｍ２１

西濃運輸（勝木・吉田・国重・成相） ４×１００ｍＲ ４０．３１

平１０年 第４６回 鳴門 海鋒 佳輝（西濃運輸） 走高跳 ２ｍ２１

平１１年 第４７回 長良川 西濃運輸 （福島・東山・鈴木・谷田）

４×４００ｍＲ ３．１０．３０

平１２年 第４８回 布勢 西濃運輸 （勝木・国重・鈴木・谷田）

４×４００ｍＲ ３．１２．１５

平１４年 第５０回 あづま 谷澤 陽子（長良高教） 三段跳 １２ｍ８７

平１５年 第５１回 岡山 西濃運輸 （大本・谷田・渡邉・向井）

４×４００ｍＲ ３．０９．６０

谷澤 陽子（岐阜東高教） 三段跳 １２ｍ６１

平１６年 第５２回 新潟 西濃運輸 （松宮・渡邉・谷田・向井）
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４×４００ｍＲ ３．１１．６５

平２３年 第５９回 鳴門 岩船 陽一（サンメッセ） １１０ｍＨ １３．８２

平２６年 第６１回 山口 吉田 麻佑（岐阜高教） 三段跳 １３ｍ２２

◎日本学生陸上競技対校選手権大会 (優勝者)

昭 ８年 第 ６回 甲子園 国井 定（立教大） やり投 ５９ｍ０２

昭１７年 第１５回 神宮 澤田 文吉（東京文理大） 棒高跳 ４ｍ００

昭２３年 第１７回 新潟 林 巌（岐阜工大） 棒高跳 ３ｍ８０

昭２６年 第２０回 橿原 山本 邦夫（東京教育大） ４００ｍＨ ５４．９

昭３０年 第２４回 神宮 戸崎美希子（岐阜大） 走幅跳 ５ｍ４６

昭３１年 第２５回 神戸 浅野 三郎（東京教育大） １５００ｍ ４．００．８

戸崎美希子（岐阜大） 走幅跳 ５ｍ２４

昭３４年 第２８回 岡山 渡辺 国昭（中央大） ８００ｍ １．５５．２

渡辺 国昭（中央大） １５００ｍ ４．００．３

昭３５年 第２９回 国立 山内 浩（中央大） やり投 ６６ｍ１３

平野 文枝（日本大） やり投 ４７ｍ７７

昭３８年 第３２回 服部 木崎 正子（中央大） ４００ｍ ６０．２

木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．２０．３

昭３９年 第３３回 国立 木崎 正子（中央大） ８００ｍ ２．１５．８

昭４０年 第３４回 長居 小倉 新司（順天堂大） 走幅跳 ７ｍ４４

昭４２年 第３６回 国立 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ４ｍ９１

小倉 新司（順天堂大） 走幅跳 ７ｍ５５

昭４３年 第３７回 瑞穂 丹羽 清（法政大） 棒高跳 ４ｍ８０

加治 政彦（日本大） 円盤投 ４５ｍ６２

水谷 修（中京大） ハンマー投 ５８ｍ５８

安藤 好郎（中京大） 十種競技 ６４６８

佐藤 美保（中央大） １００ｍ １１．９

佐藤 美保（中央大） ２００ｍ ２４．９

昭４５年 第３９回 長居 松崎 里枝（日本大） 円盤投 ４４ｍ９２

昭４６年 第４０回 国立 井上 敏明（法政大） 三段跳 １６ｍ３３

村瀬 義隆（日本大） 砲丸投 １５ｍ０８

昭４７年 第４１回 瑞穂 井上 敏明（法政大） 三段跳 １６ｍ０４

昭５８年 第５２回 国立 羽柴 卓也（順天堂大） １５００ｍ ３．４９．１８

昭５９年 第５３回 神戸 狩野 靖（中京大） ８００ｍ １．５５．６７

１５００ｍ ３．５０．７９

昭６０年 第５４回 国立 北原 奈穂（東京女体大） やり投 ５０ｍ４４

昭６１年 第５５回 国立 山本 久美（東京女体大） やり投 ５７ｍ３４

昭６２年 第５６回 万博 山本 久美（東京女体大） やり投 ５３ｍ９２

平 ３年 第６０回 国立 日下部 光（筑波大） 走幅跳 ７ｍ６９

平１６年 第７３回 国立 成瀬 美紀（日本女体大） １００ｍ １２．０８
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平１８年 第７５回 日産スタジアム 青木沙弥佳（福島大） ４００ｍＨ ５７．０８

平１９年 第７６回 国立 青木沙弥佳（福島大） ４００ｍＨ ５７．２６

平２０年 第７７回 国立 青木沙弥佳（福島大） ４００ｍＨ ５７．１３

平２５年 第８２回 国立 山元 隼（中京大） 砲丸投 １７．８５

桐山 智衣（中京大） 七種競技 ５２７６

平２６年 第８３回 埼玉 五藤 怜奈（中部学院大）１００００ｍＷ ４７．１９．０４

◎全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (優勝者) ＊は全国中等学校選手権者

＊昭 ４年 第１５回 神宮 国井 定（岐阜中） やり投 ４９ｍ８５

＊昭１３年 第２４回 甲子園 澤田 文吉（岐阜中） １１０ｍＨ １６．８

＊昭１４年 第２５回 神宮 翠 忠明（岐阜中） ８００ｍ ２．０９．５

郷 晨（本巣中） 砲丸投 １２ｍ７０

川島 厳（岐阜商） やり投 ４５ｍ２２

＊昭１７年 第２８回 甲子園 篠原 利博（中津商） 走高跳 １ｍ７８

＊昭２２年 第２９回 西京極 堀部 忠孝（岐阜二工） １５００ｍ ４．３０．４

堀部 忠孝（岐阜二工） ５０００ｍ １７．１０．０

昭２４年 第 ２回 中モズ 多治見（池田・水野徳・柘植・水野萬）４×１００ｍＲ ５４．７

昭２８年 第 ６回 三ツ沢 戸崎美希子（岐阜） 走幅跳 ５ｍ１３

昭２９年 第 ７回 水前寺 今井 洋（中津） 砲丸投 １３ｍ４８

今井 洋（中津） 円盤投 ４２ｍ５６

昭３２年 第１０回 富山県営 渡辺 国昭（長良） ８００ｍ １．５８．７

藤田 春子（長良） １００ｍ １２．６

女子総合優勝 長良 １４点

昭３３年 第１１回 下関市営 渡辺 国昭（長良） １５００ｍ ４．０８．４

渡辺 国昭（長良） ５０００ｍ １５．３６．６

長良 （水谷・清水・横山・小野）

４×２００ｍＲ １．３２．８

男子総合優勝 長良 １８点

昭３７年 第１５回 大分市営 葛西 康二（大垣工） やり投 ５５ｍ１９

昭３８年 第１６回 新潟市営 小川 幸夫（長良） 走高跳 １ｍ８８

昭３９年 第１７回 長居 浅野 健二（県岐阜商） 三段跳 １４ｍ６５

加治 政彦（長良） 砲丸投 １５ｍ９４

加治 政彦（長良） 円盤投 ４８ｍ７２

男子総合 ２位 長良 ２４点

佐藤 美保（長良） １００ｍ １２．０

小川 清子（長良） ８００ｍ ２．１７．４

松崎 里枝（長良） 円盤投 ４０ｍ８８

女子総合 ２位 長良 ２３点

昭４０年 第１８回 大分市営 丹羽 清（大垣工） 棒高跳 ４ｍ５１

昭４１年 第１９回 青森県営 長良 （花井・浦野・後藤・吉田）
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４×４００ｍＲ ３．２４．０

大沢 健佑（大垣工） 走幅跳 ７ｍ３３

田口 一三（岐阜南） ハンマー投 ５８ｍ２４

小原 時男（長良） やり投 ６１ｍ９２

男子総合優勝 長良 １８点

佐藤 美保（長良） １００ｍ １２．１

女子総合優勝 長良 ２０点

昭４２年 第２０回 福井 村瀬 義隆（大垣商） 砲丸投 １５ｍ９０

広瀬みどり（長良） ８０ｍＨ １１．４

昭４３年 第２１回 広島 大沢 新平（大垣工） 走幅跳 ７ｍ４９

大沢 新平（大垣工） 三段跳 １５ｍ１８

渡辺ちづ子（大垣商） ８００ｍ ２．１７．３

昭４４年 第２２回 群馬 臼井 幹夫（岐阜南） 棒高跳 ４ｍ５０

男子総合 ２位 岐阜南 １８点

昭４５年 第２３回 紀三井寺 星野 廣典（大垣工） １００ｍ １１．０

鈴木 寿喜（大垣工） 棒高跳 ４ｍ５０

男子総合 ３位 大垣工 １７点

昭４８年 第２６回 三重 粥川 力（中津商） ４００ｍＨ ５４．２

昭４９年 第２７回 久留米 小川 淳（岐阜北） ４００ｍ ４９．０

庄 信孝（岐阜南） 五種競技 ３６７１

男子総合 ３位 岐阜南 １５点

昭５０年 第２８回 国立 山本 昭裕（長良） 走高跳 ２ｍ１０

昭５２年 第３０回 岡山 林 真理（県岐阜商） １００ｍＨ １４．７１

昭５３年 第３１回 信夫ケ丘 土屋 陽子（岐阜農林） ２００ｍ ２５．１９

昭５４年 第３２回 皇子山 柴田 浩二（県岐阜商） ４００ｍ ４８．８０

昭５６年 第３４回 三ツ沢 狩野 靖（郡上） ８００ｍ １．５２．５１

昭５７年 第３５回 鴨池 大橋 隆司（大垣商） 三段跳 １５ｍ２９

昭５８年 第３６回 瑞穂 大橋 隆司（大垣商） 三段跳 １５ｍ５２

昭５９年 第３７回 秋田 市川 武志（大垣商） 走幅跳 ７ｍ６１

昭６１年 第３９回 山口 松久 孝弘（市岐阜商） １１０ｍＨ １４．６６

松久 孝弘（市岐阜商） ４００ｍＨ ５１．９１

男子総合 ２位 市岐阜商 １５点

平 ２年 第４３回 宮城野原 大北 一成（大垣日大） 棒高跳 ５ｍ００

平 ３年 第４４回 草薙 坂野 尚美（大垣商） 走高跳 １ｍ７７

平 ５年 第４６回 宇都宮 鈴木 伸幸（各務原東） ４００ｍＨ ５２．２８

平 ７年 第４８回 布勢 藤田真之介（中京商） ８００ｍ １．５０．９４

平１３年 第５４回 熊本 宮地 勇治（市岐阜商） ハンマー投 ６１ｍ ４９

平２１年 第６２回 鴻ノ池 山元 隼（大垣工） 砲丸投 １７ｍ２４

桐山 智衣（県岐阜商） 七種競技 ５１６１
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◎全日本中学校陸上競技選手権大会 (優勝者)

昭５０年 第 ２回 国立 熊田 武師（本荘） （２）１００ｍ １１．８１

小出 道代（日新） 三種競技（Ｂ） ３０４７

昭５４年 第 ６回 国立 古井 辰郎（大垣東） （２）１００ｍ １１．５２

昭５５年 第 ７回 栃木 古井 辰郎（大垣東） （３）１００ｍ １１．３８

伊藤あゆみ（日新） 三種競技（Ｂ） ３０５３

昭５８年 第１０回 国立 古沢 宏年（興文） （１）１００ｍ １１．８５

昭６１年 第１３回 駒沢 日下部 光（松倉） （共）走幅跳 ７ｍ１９

平 ７年 第２２回 小瀬 本田 清彦（駄知） （共）砲丸投 １６ｍ６３

平１４年 第２９回 西京極 南部 好輝（蘇原） ４００ｍ ５０．７９

平１７年 第３２回 長良川 恩田 真規（長良） 走幅跳 ７ｍ２８

平２４年 第３９回 千葉 西尾 拓巳（坂本） 四種競技 ２９２８

平２５年 第４０回 瑞穂 伊藤 有那（大垣西部） ２００ｍ ２５．０４


