日時：6/9(土)
会場：美作ラグビー・サッカー場
第一試合 10:30〜
合同（岡山朝日・岡山一宮・林野） vs 関西高校
0-34(前 0-17 後 0-17) 関西 勝利
第ニ試合 10:50〜
創志学園高等学校 vs 高松農業高校
43-0(前 17-0 後 26-0) 創志学園 勝利
第三試合 11:10〜
鴨方高校 vs 岡山城東高校
7-41(前 0-29 後 7-12) 岡山城東 勝利
第四試合 11:30〜
倉敷工業高校 vs 津山工業高校
49-12(前 28-0 後 21-12) 倉敷工業 勝利
第五試合 11:50〜
玉島高校 vs 関西高校
28-7(前 14-7 後 14-0) 玉島 勝利
第六試合 12:10〜
創志学園高等学校 vs 金光学園高校
26-12(前 7-12 後 19-0) 創志学園 勝利
第七試合 12:30〜
岡山城東高校 vs 岡山工業高校
7-45(前 7-19 後 0-26) 岡山工業 勝利
第八試合 12:50〜
津山工業高等専門学校 vs 倉敷工業高校
7-42(前 0-21 後 7-21) 倉敷工業 勝利
第九試合 準決勝 13:10〜
玉島高校 vs 創志学園高等学校
27-12(前 17-7 後 10-5) 玉島 勝利
第十試合 準決勝 13:40〜
倉敷工業高校 vs 岡山工業高校
24-10(前 7-10 後 17-0) 倉敷工業 勝利
第十一試合 決勝 14:30〜
玉島高校 vs 倉敷工業高校
21-0(前 7-0 後 14-0) 玉島 勝利

日時：6/3(日)
会場：美作ラグビー・サッカー場
(A ブロック)決勝 11:45〜
倉敷工業 対 玉島
19-19(前 12-0 後 7-19) 引き分け 両校優勝
交流戦 10:30〜
創志学園 対 関西
12-17(前 0-10 後 12-7) 関西 勝利
交流戦 10:30〜
高松農業 対 津山工業
0-112(前 0-63 後 0-49) 津山工業 勝利
(C ブロック)第一試合 10:30～
合同 A(岡山朝日・岡山一宮・岡山城東) 対 合同 B(鴨方・金光学園)
17-12(前 7-0 後 10-12) 合同 A 勝利
(C ブロック)第ニ試合 11:10〜
合同 C(津山高専・林野) 対 合同 B(鴨方・金光学園)
31-7(前 24-0 後 7-7) 合同 C 勝利

(C ブロック)第三試合 11:50〜
合同 C 勝利合同 C(津山高専・林野) 対 合同 A(岡山朝日・岡山一宮・岡山城東)
12-24(前 7-7 後 5-17) 合同 A 勝利
A ブロック 優勝 倉敷工業・玉島(両校優勝)
B ブロック 優勝 創志学園
準優勝 高松農業
C ブロック 優勝 合同 C
準優勝 合同 A
３位 合同 B

日時：6/2(土)
会場：美作ラグビー・サッカー場
(A ブロック)第一試合 12:30～
倉敷工業 対 関西
106-0(前 54-0 後 52-0) 倉敷工業 勝利
(A ブロック)第ニ試合 13:45～
津山工業 対 玉島
7-68(前 0-21 後 7-47) 玉島 勝利
(B ブロック)第一試合 12:30～
高松農業 対 創志学園
0-133(前 0-55 後 0-78) 創志学園 勝利
(C ブロック)第一試合 12:30～
合同 A(岡山朝日・岡山一宮・岡山城東) 対 合同 C(津山高専・林野)
0-33(前 0-19 後 0-14) 合同 C 勝利
(C ブロック)第ニ試合 13:10～
合同 B(鴨方・金光学園) 対 合同 A(岡山朝日・岡山一宮・岡山城東)
33-0(前 7-0 後 26-0) 合同 B 勝利
(C ブロック)第三試合 13:50
合同 C(津山高専・林野) 対 合同 B(鴨方・金光学園)
21-7(前 14-7 後 7-0) 合同 C 勝利

