
男子団体
選手番号 境川中 北陵中 美濃中 緑ヶ丘中 笠原中 岐阜西中 帝京可児中 岐北中

1 浅井 板倉 中島 藤城 伊藤 和田 加藤 澤頭
2 古田 加藤 鈴木 加納 中嶋 大屋 小林 池田
3 勝山 武山 森 河合 佐分利 石田 佐々木 神山
4 鷲見 塚本 松並 市川 小川 近藤 朱宮 亀尾
5 中本 丹羽 髙橋 梅村 水野 北村 藤永 水谷
6 鴨下 今枝 永田 平田 山田 藤田
7 北條 日下部 吉岡 上村 髙井

本荘中 大垣北中 穂積中 赤坂中 大野中 桜丘中 大垣東中 真正中
1 坂本 安田 三浦 髙田 永井優 加納 馬渕 山河
2 服部 倉橋 岩月 安田 宮田 伊藤 宮脇 野島
3 原山 義盛 加藤 上野 國枝 上村 押見 國枝
4 後藤 鈴木 西 石田 永井僚 岩﨑 土屋 松浦
5 一柳 小川 濵﨑 柳詰 小森 佐藤 淺野 大塚
6 馬淵 衣斐 黒田 片野 髙橋 松原 三摩 矢野
7 渡邉 松岡 木原 畑中

神戸中 東長良中 川島中 岐南中 鵜沼中 東長良中 池田中 高富中
1 末 関谷 秋田谷 大塚 小川 伊藤 勝野 杉山
2 峠 若山 森 武仲 早川 若山 野原 鷲見
3 後藤 大野 野田 小林 長縄 森 水上 小南
4 佐藤 早川 小川 松木 柴山 藤井 河瀬 桑原
5 石原 藤根 小林 小島 佐藤 片山 竹中 栗本
6 岩﨑 鈴木 尾関 安田 井谷 小瀬木 髙川 菊地
7 中田 後藤 坂内 細谷 川島

日枝中 那加中 星和中 八幡中 川辺中 各中央中
1 木村 畠山 髙橋 穴澤 新藤 神田
2 吉村 山田 箕浦 大畑 岩田 林
3 下田 長脊 林 小澤 樋口 山口
4 長田 青山 松山 黒田 長島 後藤
5 高石 平田 陳 鈴木 園川 大前
6 菅沼 牧田 中村 髙原 井戸 牧田
7 桑原 伊藤 住本 和田 赤塚



女子団体
選手番号 境川中 大垣南中 高田中 美濃中 長森中 大野中 帝京可児中 岐北中

1 奥村 五島 山幡 中山 筒井 伊藤 加藤 長屋
2 長野 松原 濱本 伊藤 尾関真 佐加良 勝部 横山
3 山岸 中島 佐竹 市原 國島光 蒲原 金城 豊田
4 浅井 野村 若山 河合 藤澤 楠 源嶋 桐山
5 栗本愛華 梅田 髙木 足立 清水 大久保 小久保 久世
6 栗本鈴 海平 服部 國島虹 大野中 部谷 玉木
7 志津 尾関日 加藤 野呂 野々村

本荘中 糸貫中 大垣北中 西部中 穂積中 赤坂中 白鳥中 桜丘中
1 小谷 大熊碧 河合 甲林 掛川 酒向 尾村 横山
2 山川 伊藤七 淵上 亀石 須田 平井 白石 元島
3 木村 大熊愛 佐藤 奥田 立川 田中 谷合 上杉
4 射庭 安藤 栗田 宇納 岡本 宮島 生田 八木沼
5 加藤 伊藤な 山下 神原 小室 江崎 寺田 大西
6 西垣 松下 平松 森 岩田 長谷川 渡邊
7 横山 髙木 髙橋 三島 髙坂

大垣東中 真正中 神戸中 東長良 笠松中 不破中 川島中 岐南中
1 林 佐藤 佐伯 西川 深田 髙木 杉本 山田
2 大月 林 橋本 小森 廣瀬 藤墳 藤原 竹島
3 矢野 吉田 宇野 安藤 中村 藤塚 後藤 武仲
4 淺野 後藤 安田 杉山凛 雁金 山田 富田 岡田
5 山田 北川 上村 杉山心 伊佐治 松岡 尾関 河田
6 松岡 吉田 一柳 山田 森 木本 山田 塚原
7 山口 守屋 関谷 山口 渡邉 清水 内田 金森

加納中 鵜沼中 東長良中 池田中 高富中 日枝中 那加中 星和中
1 髙橋 林下 水野 加藤 長屋 桂川 中島 藤野
2 水野 朝日 神谷 横山 松下 岡谷 林 川瀬
3 安田 長尾 川田 松永 小瀬 西尾 福田 草野
4 苅谷 古川 棚橋 久保田 宇野 大川 関谷 戸川
5 大塚 加藤 馬場 清水 大橋 野村 原 野原
6 清水 鈴木 竹田 森永 向山 住野 川島中 石原
7 名和 左髙 久保田 土屋 橋詰 上川渡 亀岡

八幡中 川辺中 各中央中
1 青木 井戸 藤田
2 北瀬 加藤 西村
3 八木 今井 加藤
4 吉田 浅野 堀江
5 谷口 後藤 古山
6 永井 柘植 下村
7 和田 平岩 波多野


