
　　種　　　目 結果 備考

1 陸上競技 男子　　          　　　１００ｍ 上杉  　恭平 3 岡山一宮 予選 　　　１０”９７参

紀井 　 孝之 3 邑久 予選 　　　１１”０６

　　　　　　　　２００ｍ 上杉  　恭平 3 岡山一宮 予選 　　　２２”６１

　　　　　　　　８００ｍ 林田  　朋紘 3 美作 予選 　１’５８”８５

河合    雅臣 3 岡山朝日 予選 　２’００”０１

　　　　　　　１５００ｍ 池邊　   　稔 3 倉敷 欠場

高下　  裕次 3 倉敷 予選 　４’０８”３９

藤井　  勇貴 2 倉敷南 予選 　３’５８”６６

　　　　　　　５０００ｍ 池邊　  　 稔 3 倉敷 １４位 １４’２８”８０

赤木　  淳一 3 倉敷 予選 １４’５０”００

　　　　　　　１１０ｍＨ 高橋 清太郎 2 岡山工業 予選 　　　１５”２９

　　　　　　３０００ｍＳＣ 金塚　  洋輔 3 倉敷 予選 　９’１６”９２　　

　　　　　４ｘ１００ｍＲ 瀬戸川 信悟 3 岡山工業 予選 　　　４２”３２

山田　  繁和 3 岡山工業

吉武　  英峰 3 岡山工業

石井　  啓介 3 岡山工業

高橋 清太郎 2 岡山工業

船越　  優治 2 岡山工業

　　　　　　　　走高跳 黒田　  泰行 3 美作 予選 　１ｍ９５

江藤　  裕太 2 倉敷工 予選 記録なし

渡辺　  修平 3 倉敷工 予選 記録なし

　　　　　　　　棒高跳 石原 　 裕士 3 岡山理大附属 予選 　４ｍ６０

　　　　　　　　走幅跳 金子　  大祐 3 岡山一宮 予選 　７ｍ００

瀬戸川 信悟 3 岡山工業 予選 　６ｍ９０

西川　  大友 3 岡山工業 予選 　６ｍ７２

岡 　　  寿憲 3 倉敷南 予選 　６ｍ７４　

　　　　　　　　三段跳 苅山  　　 靖 3 岡山一宮 予選 １４ｍ１８

西川　  大友 3 岡山工業 予選 １４ｍ１３

江藤　  裕太 2 倉敷工 予選 １４ｍ５３

岡　　　 寿憲 3 倉敷南 予選 １４ｍ０３

　　　　　　　　砲丸投 矢野  　博士 3 倉敷工 予選 １２ｍ５９

　　　　　ハンマー投 牧野　  達二 3 総社 予選 ５２ｍ６４

　　　　　　　　やり投 桑田　  和佳 3 金光学園 予選 ５５ｍ５１

　　　　　　　８種競技 田邊  　博之 2 玉野光南 ２２位 ４７７０点

女子　　          　　　１００ｍ 神田 　 千晶 3 岡山操山 予選 　　　１２”３９

　　　　　　　　２００ｍ 神田　  千晶 3 岡山操山 予選 　　　２５”５３

　　　　　　　　４００ｍ 西井 奈保美 3 玉野光南 欠場

西山 奈生子 3 玉島 予選 　　　５９”５３

　　　　　　　１５００ｍ 芳賀　  里美 3 興譲館 予選 　４’３２”５２

　　　　　　　３０００ｍ 吉岡　  知香 3 興譲館 予選 　９’３６”１８

山本 未央里　 1 興譲館 予選 　９’５１”０２

　　　　　　　１００ｍＨ 西井 奈保美 3 玉野光南 予選 　　　１５”２１

　　　　　　　４００ｍＨ 西井 奈保美 3 玉野光南 １位 　　　６１”００

　 横田  　優香 3 総社南 予選 　　　６６”２１

　　　　　　　３０００ｍW 池上 由里子 2 興譲館 ６位 １３’３８”２５

　　　　　４ｘ１００ｍＲ 長瀬    智子 3 岡山東商 予選 　　　５０”４３

松本 祐生子 3 岡山東商

永光    立夏 2 岡山東商

山下    祐佳 2 岡山東商

小林 奈緒美 1 岡山東商

永井    悠美 1 岡山東商

　　　　　　　　走高跳 平田 芳奈子 3 美作 ３位 　１ｍ６９

鴨崎    由美 3 倉敷中央 予選 記録なし

北山    陽子 2 津山 予選 記録なし

　　　　　　　　走幅跳 賀屋    友紀 3 岡山工業 予選 　５ｍ３５

　　　　　　　　砲丸投 小島 奈津子 3 倉敷翠松 予選 １１ｍ３４

下村　  恵美 3 就実 欠場

　　　　　　　　円盤投 下村　  恵美 3 就実 予選 ３７ｍ２０

　　　　　　　　やり投 古市　  裕子 2 就実 予選 ４１ｍ９０

下村    恵美 3 就実 欠場

2 体操 体操競技

団体 男子 関西   ３位

女子 山陽女子   ５位

個人 男子　　　　　　　　個人総合 西峯    賢二 3 関西 　６位

沖口       誠 2 関西 　７位

天野　　陽介 2 関西 １２位

磯田　　洋典 2 関西 ２２位

　　　　　　　種目別　床運動 沖口       誠 2 関西 　４位

天野　　陽介 2 関西 １０位

西峯    賢二 3 関西 １５位

磯田　　洋典 2 関西 ６７位

　　　　　　　種目別　あん馬 西峯    賢二 3 関西 　７位

天野　　陽介 2 関西 　８位

磯田　　洋典 2 関西 １６位

沖口       誠 2 関西 ４３位

　　　　　　　種目別　つり輪 沖口       誠 2 関西 １３位

西峯    賢二 3 関西 １６位

天野　　陽介 2 関西 ２６位

磯田　　洋典 2 関西 ３６位

　　　　　　　種目別　　跳馬 沖口       誠 2 関西 　１位

西峯    賢二 3 関西 　３位
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天野　　陽介 2 関西 ２０位

磯田　　洋典 2 関西 ５８位

　　　　　　　種目別　平行棒 磯田　　洋典 2 関西 １０位

西峯    賢二 3 関西 １７位

天野　　陽介 2 関西 ２２位

沖口       誠 2 関西 ２２位

　　　　　　　種目別　　　鉄棒 西峯    賢二 3 関西 　５位

沖口       誠 2 関西 １１位

磯田　　洋典 2 関西 １１位

天野　　陽介 2 関西 ２９位

女子　　　　　　　　個人総合 椎原 夕加里 2 山陽女子 　８位

加賀　　淳美 3 山陽女子 ２５位

山下    裕美 3 山陽女子 ３３位

有松　　知美 1 山陽女子 ３９位

　　　　　　　種目別　床運動 加賀　　淳美 3 山陽女子 　９位

椎原 夕加里 2 山陽女子 １７位

有松　　知美 3 山陽女子 １８位

山下    裕美 3 山陽女子 ４６位

　　　　　　　種目別　　　跳馬 椎原 夕加里 2 山陽女子 １４位

加賀　　淳美 3 山陽女子 ２２位

有松　　知美 3 山陽女子 ３４位

山下    裕美 3 山陽女子 ４５位

　　　種目別　段違い平行棒 椎原 夕加里 2 山陽女子 １５位

山下    裕美 3 山陽女子 ２８位

加賀　　淳美 3 山陽女子 ５８位

有松　　知美 3 山陽女子 ７１位

　　　　　　　種目別　平均台 椎原 夕加里 2 山陽女子 　７位

加賀　　淳美 3 山陽女子 １０位

有松　　知美 3 山陽女子 ４０位

山下    裕美 3 山陽女子 ４１位

新体操

団体 男子 精研 １９位

女子 津山東 ４７位

個人 男子　　　　　　　　個人総合 川相    貴彦 3 精研 ２２位

　　　　　　種目別　　　棒 川相    貴彦 3 精研 ２１位

　　　　　　種目別　　こん棒 川相    貴彦 3 精研 ２３位

女子　　　　　　　　個人総合 安       未史 1 岡山南 ３８位

　　　　　　種目別　　フープ 安       未史 1 岡山南 ３８位

　　　　　　種目別　　ボール 安       未史 1 岡山南 ３８位

3 水泳 競泳

個人 男子　 　    　　５０ｍ自由形 三木　　　 浩 2 倉敷天城 予選 　　　２５”５１

１００ｍ自由形 杉本 宗太郎 2 岡山大安寺 予選 　　　５３”４８

２００ｍ自由形 有松　　慎治 3 関西 予選 　２’００”５４

尾崎　　大輔 2 関西 予選 　２’００”６３

４００ｍ自由形 平松　　孝啓 2 岡山大安寺 予選 　４’１７”０４

１５００ｍ自由形 岡　　　 佑一 3 岡山大安寺 予選 １６’５４”８７

１００ｍ背泳ぎ 新間 浩太郎 3 玉野光南 予選 　１’０１”１４

２００ｍ背泳ぎ 新間 浩太郎 3 玉野光南 予選 　２’１５”４４

１００ｍバタフライ 杉本 宗太郎 2 岡山大安寺 予選 　　　５７”４７

２００ｍ個人メドレー 福田　 　　優　 3 岡山大安寺 予選 　２’１９”５８

４００ｍリレー 岡山大安寺 予選 　３’４６”１１

関西 予選 　３’４４”１４

８００ｍリレー 岡山大安寺 予選 　８’１２”６５

関西 予選 　８’０１”２８

４００ｍメドレーリレー 岡山大安寺 予選 　４’０４”０７

女子　　       ２００ｍ自由形 竹内　　 　梓　 3 玉野光南 予選 　２’１２”３３

１００ｍ平泳ぎ 赤木 裕加子 3 倉敷天城 予選 　１’１３”０８

尾形　　雅美 3 倉敷天城 予選 　１’１４”５８

２００ｍ背泳ぎ 永瀬    陽香 3 倉敷天城 ８位 　２’２１”５０

追立 麻吏子 1 岡山理大附属 予選 　２’２３”２３

２００ｍ個人メドレー 赤木 裕加子 3 倉敷天城 予選 　２’２２”９２

古川　　祐圭 1 岡山芳泉 予選 　２’３３”７６

４００ｍ個人メドレー 岡    美由紀 2 岡山南 予選 　５’１２”２０

古川　　祐圭 1 岡山芳泉 予選 　５’２３”０６

４００ｍリレー 倉敷天城 予選 　４’１４”３４

玉野光南 予選 　４’１２”０１

４００ｍメドレーリレー 倉敷天城 予選 　４’３２”７０

玉野光南 予選 　４’４０”５７

個人 女子　　　　　　　　　　高飛込 合田　　果織 2 倉敷天城 予選

入江　　夏輝 2 倉敷天城 予選

女子　　　　　　　　飛板飛込 合田　　果織 2 倉敷天城 予選

団体 関西 １回戦

4 バスケットボール 団体 男子 倉敷青陵 １回戦

女子 倉敷翠松 １回戦

5 バレーボール 団体 男子 玉野光南 １回戦 決勝トーナメント

女子 就実 ベスト８ 準々決勝

6 卓球 団体 男子 関西 ２回戦

女子 就実 ベスト４ 準決勝

個人 男子       　　　　シングルス 王      　　遠 3 関西 ベスト４ 準決勝

白神    俊介 2 関西 ４回戦

松山       満 2 関西 ２回戦

片岡  　正三 3 関西 １回戦

　　　　　　　　ダブルス 王　　  　　遠 3 関西 ３回戦

飛び込み

水球



白神　　俊介 組 2 関西

坂本　  直也 2 関西 ２回戦

有田　　有希 組 2 関西

女子　　　　　　　シングルス 片岡　　   愛 3 就実 ４回戦

大畑　　初美　 2 就実 ３回戦

大西　　   綾 2 就実 ベスト８ 準々決勝

江尻 由佳子 3 就実 ４回戦

　　　　　　　　ダブルス 片岡  　　 愛 3 就実 ４回戦

大畑　　初美 組 2 就実

江尻 由佳子 3 就実 ２回戦

大西　　   綾 組 2 就実

7 ハンドボール 団体 男子 倉敷青陵 １回戦

女子 倉敷中央 １回戦

8 サッカー 団体 男子 玉野光南 ３回戦

　　種　　　目 結果 備考

10 バドミントン 団体 男子 水島工業 ベスト８ 準々決勝

女子 笠岡商業 ２回戦

個人 男子 　　           　ダブルス 田中      翔 3 水島工 ２回戦

堀　  　眞人 組 2 水島工

藤原   秀一 3 水島工 ２回戦

畑　　　友貴 組 3 水島工

シングル 畑　　　友貴 3 水島工 ２回戦

堀　    眞人 2 水島工 ２回戦

女子 　　           　ダブルス 浅原  さゆり 2 笠岡商 ベスト４ 準決勝

黒田   香織 組 2 笠岡商

河上   弥加 3 笠岡商 ２回戦

砂田   千晶 組 2 笠岡商

　　　　　シングルス 浅原  さゆり 2 笠岡商 ３回戦

黒田 　香織 2 笠岡商 ２回戦

11 ソフトボール 団体 男子 新見 ベスト８ 準々決勝

女子 岡山東商 １回戦

12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 予選リーグ

個人 男子 津村    勝人 3 岡山理大附属 予選リーグ突破

赤澤　　徳彦　 2 岡山理大附属 予選リーグ突破

吉原　　佑樹　 2 勝山 予選リーグ突破

14 ボクシング 個人 男子            モスキート 級 多田　　結城 2 岡山工 ２回戦

ライトフライ級 松本　　章宏 2 岡山工 ２回戦

フライ級 片岡　　優二 3 岡山理大附属 欠場

バンダム級 野崎　　純平 3 関西 欠場

フェザー級 赤木　　和基 3 岡山理大附属 ２回戦

ライト級 福原　　寛人 2 津山東 ベスト８ 準々決勝

ライトウェルター級 川上　　大介 3 倉敷 ２回戦

ウェルター級 三宅　　淳也 2 岡山朝日 ２回戦

ライトミドル級 小野田 祐太 2 倉敷工 ２回戦

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理大附属 ベスト８ 準々決勝

女子 就実 ベスト８ 準々決勝

個人 男子        　　　　　ダブルス 仮屋園  　淳 3 岡山理大附属 ５回戦

小林    幸司 組 3 岡山理大附属

堺　　　  　満 2 岡山理大附属 ６回戦

北見　　和大 組 1 岡山理大附属

田渕　　弘樹 3 東岡山工 ２回戦

小林　　俊之 組 3 東岡山工

村上　　雄基 1 岡山理大附属 ２回戦

小林　　隆三 組 3 岡山理大附属

水松　　賢之 2 岡山理大附属 ６回戦

遠藤　　裕紀 組 2 岡山理大附属

藤原 章太郎 2 岡山南 １回戦

高田　　朋秀 組 1 岡山南

笠井　　　 海　　　　3 岡山理大附属 ２回戦

三宅　　良和 組 3 岡山理大附属

後藤　　明弘 2 岡山理大附属 ２回戦

原　　　 侑輝 組 3 岡山理大附属

女子        　　　　　ダブルス 山本　　明佳 3 就実 ４回戦

篠埜 未有希 組 3 就実

石川 有紀子 3 就実 ３回戦

前嶋　　彩子 組 3 就実

中野　　智子 2 山陽女子 ２回戦

田代　　泰子 組 2 山陽女子

樋口　　真美 3 玉島 ３回戦

小野　　千明 組 3 玉島

中島　　春菜 2 倉敷商 ２回戦

大橋　　沙織 組 2 倉敷商

小野　　有紀　 1 就実 ５回戦

牧田　　宏美 組 3 就実

17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　　　　　　　５３ｋｇ級 国矢田　  智 2 倉敷商 １１位 トータル１７０．０ｋｇ

１２位 スナッチ　７５．０ｋｇ

１３位 ジャーク　９５．０ｋｇ

５６ｋｇ級 藤森　　康明　　 3 倉敷商 　７位 トータル１８７．５ｋｇ

　６位 スナッチ　８２．５ｋｇ

１０位 ジャーク１０５．０ｋｇ

藤原　　康宏 3 倉敷商 　８位 トータル１８７．５ｋｇ

　５位 スナッチ　８５．０ｋｇ

１４位 ジャーク１０２．５ｋｇ

伊賀　　　 渉 3 東岡山工 １６位 トータル１８０．０ｋｇ

１５位 スナッチ　８０．０ｋｇ

種　　　別 出場校・選手名



２１位 ジャーク１００．０ｋｇ

６２ｋｇ級 川上　　哲哉　　 3 笠岡工 １１位 トータル２０５．０ｋｇ

　９位 スナッチ　９５．０ｋｇ

１７位 ジャーク１１０．０ｋｇ

中島　　孝文　　 3 倉敷商 　８位 トータル２１０．０ｋｇ

　８位 スナッチ　９５．０ｋｇ

　８位 ジャーク１１５．０ｋｇ

６９ｋｇ級 吉岡　　良紹　　 3 笠岡工 　２位 トータル２４５．０ｋｇ

　１位 スナッチ１１０．０ｋｇ

　２位 ジャーク１３５．０ｋｇ

７７ｋｇ級 三宅　　陽治　　 3 笠岡工 ３７位 トータル２００．０ｋｇ

３１位 スナッチ　９０．０ｋｇ

４０位 ジャーク１１０．０ｋｇ

８５ｋｇ級 粟井　　　篤　　 3 倉敷商 ３１位 トータル１９０．０ｋｇ

３３位 スナッチ　８５．０ｋｇ

３１位 ジャーク１０５．０ｋｇ

９４ｋｇ級 片岡　　貴志　　 3 倉敷商 １１位 トータル２２７．５ｋｇ

１５位 スナッチ　９７．５ｋｇ

　７位 ジャーク１３０．０ｋｇ

18 登山 団体 男子 岡山操山 １１位

岡山朝日 　３位 縦走

女子 津山東 　７位

19 柔道 団体 男子 市立玉野商業 予選リーグ

女子 岡山東商 予選リーグ

個人 男子　　　　　　　　　６０ｋｇ級 飯田　　哲也 3 玉野光南 ２回戦

６６ｋｇ級 中野　　幸司 3 倉敷工 １回戦

７３ｋｇ級 中井　　直樹 3 作陽 ２回戦

８１ｋｇ級 吉岡　　信明 3 岡山理大附属 １回戦

９０ｋｇ級 坪井　　孝文　 3 岡山理大附属 １回戦

１００ｋｇ級 川崎　　大輔　 3 岡山東商 １回戦

１００ｋｇ超級 松平　　憲彦　 2 玉野商 １回戦

20 剣道 団体 男子 西大寺 予選リーグ

女子 西大寺 予選リーグ

個人 男子 大田 健一朗 3 西大寺 １回戦

尾池　　達成　　　　　　　　　　　　3 倉敷 １回戦

女子 加藤  やよい 3 就実 ベスト４ 準決勝

植田　　早紀　　　　　　　　　　　　3 玉野光南 ２回戦

21 弓道 団体 男子 岡山朝日 予選

女子 興陽 予選

個人 男子 小野瀬 弘之 3 興陽 決勝 順位なし

長田　　晃幸 3 岡山朝日 準決勝

女子 阪田　　幸子 3 井原 予選

安達　　知江 3 瀬戸 準決勝

23 テニス 団体 男子 岡山理大附属 ２回戦

女子 山陽女子 ３回戦

個人 男子         　　　シングルス 石川　　浩平 2 岡山理大附属 ３回戦

杉井　　和広 3 関西 １回戦

　　　　　　　　ダブルス 石川　　浩平 2 岡山理大附属 ベスト８ 準々決勝

小野　　智敬 2 岡山理大附属

女子　　       　　シングルス 深井　　彩加 3 山陽女子 ２回戦

山田 奈緒子 1 山陽女子 １回戦

　　　　　　　　ダブルス 山田 奈緒子 1 山陽女子 ２回戦

山手 砂野加 1 山陽女子

24 レスリング 団体 男子 倉敷 １回戦

個人 男子      　　　　　　５０ｋｇ級 小島　　伊織 3 倉敷 ２回戦

５４kg級 久安    保史 3 倉敷 ３回戦

５８kg級 横山　　　 太　　 3 笠岡工 ベスト８ 準々決勝

６３ｋｇ級 田邊　　晃一　　 3 笠岡工 ２回戦

６９ｋｇ級 舟越　　康晃　　 3 倉敷 ２回戦

７６ｋｇ級 高杉　　大輔　　 3 高松農 ２回戦

８５ｋｇ級 太田　　　 伸　　　 3 関西 ２回戦

１３０kg級 矢部　　隆幸 3 笠岡工 １回戦

25 ボート 団体 男子  舵手つきクォドルプル 関西 ４位 ３’３０”２９

　　　　　　　　ダブルスカル 関西 準々決勝

女子  舵手つきクォドルプル 岡山操山 １回戦

　　　　　　　    ダブルスカル 岡山東商 準々決勝

個人 男子　　　　　シングルスカル 小倉　　拓也 3 岡山東商 準々決勝

26 自転車競技

団体 ４ｋｍチームパーシュート 井上　　博登 3 岡山工 ７位

入江　　康仁 3 岡山工

片山　　和正 2 岡山工

佐藤　　武士 2 岡山工

田中　　孝一 2 岡山工

益岡　　健二 3 岡山工

チームスプリント 河村　　研吾 3 水島工 ２１位

西垣　　洋一 3 水島工

藤井　　雅浩 3 水島工

藤井　　勇太 2 水島工

個人 １ｋｍタイムトライアル 佐藤　　武士 2 岡山工 ３３位

スプリント 藤井　　雅浩 3 水島工 予選

３ｋｍインディヴィデュアルパーシュート 片山　　和正 2 岡山工 １３位

エリミネイション・レース 井上　　博登 3 岡山工 予選

エリミネイション・レース 檜尾　　好児 3 興陽 ８位

エリミネイション・レース 藤井　　勇太 2 水島工 予選

ケイリン 西垣　　洋一 3 水島工 敗者復活戦

トラック競技



ケイリン 岡　　　　　龍 3 興陽 敗者復活戦

ケイリン 大森 健太郎 3 岡山工 敗者復活戦

４ｋｍ速度競走 益岡　　健二 3 岡山工 予選

４ｋｍ速度競走 河村　　研吾 3 水島工 予選

ポイントレース 入江　　康仁 3 岡山工 予選

個人 ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｱﾙ･ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 片山　　和正 2 岡山工 ２３位

ﾜﾝﾃﾞｨ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 光森　　祐輔 3 興陽 途中棄権

ﾜﾝﾃﾞｨ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 益岡　　健二 3 岡山工 途中棄権

ﾜﾝﾃﾞｨ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 田中　　孝一 2 岡山工 ５１位

28 フェンシング 団体 男子 西大寺 ３回戦

女子　　　 玉野光南 １回戦

男子　          　　　フルーレ 青木　 　 優 3 西大寺 １回戦 予選トーナメント

原　　  昌弘　　　　 3 西大寺 １回戦 予選トーナメント

　　　　　　　　エペ 岩崎   克紀 3 西大寺 ８位 準々決勝

              サーブル 青木　　　優 3 西大寺 １回戦 予選トーナメント

女子　          　　　フルーレ 中田   知美 3 玉野光南 １回戦 予選トーナメント

平尾 めぐみ 2 玉野光南 １回戦 予選トーナメント

                エペ 森      尚香 3 西大寺 予選 予選リーグ

29 空手道 団体 男子　   　　　　　　　　　組手 おかやま山陽 ３回戦

女子　   　　　　　　　　　組手 おかやま山陽 ２回戦

個人 男子　    　　　　　　　　　　形 土屋　　周太　 1 おかやま山陽 準決勝

津崎　　拓実 3 おかやま山陽 欠場

　　　　　　　 　　　　　組手 天野　　誠之　 3 おかやま山陽 ３回戦

加藤　　知拓 2 おかやま山陽 ３回戦

女子　    　　　　　　　　　　形 青木　　麻弥　 2 おかやま山陽 ７位

福田　　恵華 2 おかやま山陽 予選

　　　　　　　 　　　　　組手 高垣 奈都美 3 おかやま山陽 ４回戦

中岡　　由佳 3 おかやま山陽 １回戦

30 なぎなた 団体 女子　　 勝間田 予選リーグ

個人 女子　         　　　　　　演技 本名 恵理子　 3 勝間田 予選リーグ

清水       悠 3 勝間田

石井　　由佳 2 児島 決勝トーナメント

松山　　美和　　 3 児島

女子　         　　　　　　試合 清水　　 　悠　　 3 勝間田 予選リーグ

本名 恵理子 3 勝間田 決勝トーナメント

32 ホッケー 団体 男子 瀬戸 １回戦

33 アーチェリー 団体 男子 岡山理大附属 予選

女子　 備前東 予選

個人 男子 砂場 俊一郎　 3 備前東 予選

日下　　貴臣 2 岡山理大附属 予選

池田　　和久 3 岡山理大附属 予選

井上　　竜一 3 岡山理大附属 予選

守谷　　拓郎 3 岡山理大附属 予選

女子 村上　　晶子 3 備前東 ２回戦 決勝トーナメント

山本　　早織 3 備前東 予選

牧       千尋 2 岡山県共生 予選

赤田　　薫野 2 備前東 予選

菊政　　麻衣 2 備前東 予選

　　種　　　目　　　　　種　　　別 結果 備考

17 ウエイトリフテｨング 団体 倉敷商 　３位 １７点

個人 女子　　　　　　　　　４８ｋｇ級 石井 香菜子 3 倉敷商 　４位 トータル１２２．５ｋｇ

全国高校女子 　４位 スナッチ　５５．０ｋｇ

選手権 　４位 ジャーク　６７．５ｋｇ

石田 有梨佳 3 倉敷商 １１位 トータル１０２．５ｋｇ

５３ｋｇ級 松尾　　幸恵 3 倉敷商 　３位 トータル１３０．０ｋｇ

　３位 スナッチ　６０．０ｋｇ

　４位 ジャーク　７０．０ｋｇ

福谷　　麻衣 3 倉敷商 　４位 トータル１２７．５ｋｇ

　５位 スナッチ　５７．５ｋｇ

　５位 ジャーク　７０．０ｋｇ

太宰 千恵子 3 倉敷商 　８位 トータル１１７．５ｋｇ

　８位 ジャーク　５７．５ｋｇ

山岡　　美保 2 倉敷商 １４位 トータル１０５．０ｋｇ

是友　　良美 2 倉敷商 １８位 トータル１０２．５ｋｇ

５８ｋｇ級 福利　　有加　　 3 倉敷商 　８位 トータル１３２．５ｋｇ

　７位 ジャーク　７５．０ｋｇ

６３ｋｇ級 森平　　道子 2 倉敷商 　４位 トータル１４２．０ｋｇ

　４位 スナッチ　６２．５ｋｇ

　３位 ジャーク　８０．０ｋｇ

寺尾　　伊代 2 倉敷商 　８位 トータル１２０．０ｋｇ

　７位 ジャーク　７０．０ｋｇ

６９ｋｇ級 石井　　華湖　　 3 倉敷商 　６位 トータル１２５．０ｋｇ

　６位 スナッチ　５５．０ｋｇ

　６位 ジャーク　７０．０ｋｇ

７５ｋｇ級 三宅　　友美　　 3 倉敷商 　４位 トータル１３５．０ｋｇ

　５位 スナッチ　５７．５ｋｇ

　２位 ジャーク　７７．５ｋｇ

24 レスリング 個人 男子      　　　　　　５０ｋｇ級 小島　　伊織 3 倉敷 １回戦 決勝トーナメント

津村　　尚幸 1 倉敷 予選リーグ

出場校・選手名

ロード競技

その他の全国大会結果



全国高校グレコ ５４kg級 久安    保史 3 倉敷 １回戦 決勝トーナメント

ローマン選手権 難波　　儀如 3 倉敷 予選リーグ

５８kg級 横山　　　 太　　 3 笠岡工 １回戦 決勝トーナメント

田邊　　晃一　　 3 笠岡工 １回戦 決勝トーナメント

６３ｋｇ級 妹尾　　　 誠　　　 3 笠岡工 １回戦 決勝トーナメント

小玉　　　 英　　　 3 倉敷 予選リーグ

６９ｋｇ級 舟越　　康晃　　 3 倉敷 １回戦 決勝トーナメント

伏見　　貴弘 2 倉敷 予選リーグ

７６ｋｇ級 高杉　　大輔　　 3 高松農 予選リーグ

藤原　　一夫 3 関西 予選リーグ

８５ｋｇ級 太田　　　 伸　　　 3 関西 １回戦 決勝トーナメント

平尾　　貴生 3 学芸館 １回戦 決勝トーナメント

９７ｋｇ級 坂手　　俊夫 3 美作 予選リーグ

中村　　竜也 3 関西 予選リーグ

１２０kg級 矢部　　隆幸 2 笠岡工 予選リーグ

31 少林寺拳法 団体 男子演武の部 関西 １位

女子演武の部　　　　　　　 金光学園 予選

全国高等学校 個人 男子 組演武弐段以上の部 和田　　　 聡　　　 3 関西 １０位 決勝進出

少林寺拳法選 練尾　　和彦　組 3 関西

手権大会 坂田 健太朗 3 笠岡商業 予選

松浦　　淳也　組 3 笠岡商業

山本　　浩貴 3 東岡山工業 予選

小林　　直正　組 2 東岡山工業

　　　 組演武初段以上の部 湯浅　　智基 3 関西 　５位 決勝進出

笠井　　信孝　組 3 関西

野崎　　啓明 3 関西 　９位 決勝進出

鶴田　　寛行　組 3 関西

高橋　　裕樹 3 関西 予選

山本　　泰弘　組 2 関西

　　　 　　　組演武規定の部 赤瀬　　雄介 2 関西 　７位 決勝進出

高津　　俊将　組 2 関西

須々木 大紀 2 岡山工業 予選

中井　　健史　組 2 岡山工業

芝原　　大輔 2 東岡山工業 予選

浦上　　直人　組 2 東岡山工業

女子　　　　　　　　有段の部 徳田 美賀代 3 岡山理大附属 予選

内田　　彩香　組 3 岡山理大附属

　　　　　　　　　　　規定の部 岡田 奈津子 1 金光学園 予選

大本　　奈  々組 1 金光学園

34 ボウリング 団体 男子 倉敷工業 １１位

岡山理大附属 １２位

高体連加盟校 明誠学院 ３７位

全国選抜大会 女子 岡山理大附属 　５位

明誠学院 　９位

個人 男子 植村　　倫行 岡山理大附属 　１位 パーフェクト達成

中川　　友太 関西 予選

飯野　　順平 倉敷工業 予選

大野　　容揚 津山 予選

石川　　慎二 倉敷工業 予選

井手原 輝人 岡山理大附属 予選

中野　　時晴 明誠学院 予選

大庭　　將裕 明誠学院 予選

中村　　崇朗 岡山理大附属 予選

女子 長谷川 敦美 岡山理大附属 ベスト８ 決勝トーナメント２回戦

井奥　　真依 岡山理大附属 ベスト８ 決勝トーナメント２回戦

小谷　　千代 明誠学院 １回戦 決勝トーナメント

宮脇 ひとみ 明誠学院 予選

武井　　清夏 岡山理大附属 予選

35 カヌー 個人 男子　　　　５００ｍ　　K－１ 延江　　和正 2 福渡 １次予選

　　　　　　　５００ｍ　　K－１ 菅       隆志 2 福渡 １次予選

全国高等学校カ 　　　　　　　５００ｍ　　K－２ 市川・延江　 2 岡山工業 予選

ヌー選手権大会 　　　　　　　２００ｍ　　K－１ 延江　　和正 2 福渡 １次予選

　　　　　　　２００ｍ　　K－１ 池田　　幸広 2 福渡 １次予選

　　　　　　　２００ｍ　　K－２ 市川・延江　 2 岡山工業 準決勝

女子　　　　５００ｍ　ＦK－１ 松井　　明澄花 2 備前東 １次予選

　　　　　　　５００ｍ　ＦK－２ 植田・中本 2 備前東 予選

　　　　　　　５００ｍ　ＦK－４ 松井・植田 2 備前東 準決勝

中本・森谷

　　　　　　　２００ｍ　ＦK－１ 松井　　明澄花 2 備前東 １次予選

　　　　　　　２００ｍ　ＦK－２ 松井・植田 2 備前東 予選

　　　　　　　２００ｍ　ＦK－４ 森谷・中本 2 備前東 準決勝

江口・後藤

36 ゴルフ 団体 男子 興譲館 　２４位 参加３８校

個人 男子 吉田　　祐基 3 興譲館 　１１位 参加１７８名

全国高等学校 笠原　　広規 2 おかやま山陽 　１１位

ゴルフ選手権 広保　　啓太 1 興譲館 　７８位

大会 万袋　　裕紀 2 津山東 １５２位

女子 諸見里 しのぶ 1 おかやま山陽 　　５位 参加５９名

中村　　美樹 2 清心女子 　３６位

青森　　千秋 3 おかやま山陽 　５１位

　 陸上競技 団体 男女総合 岡山県 　７位

男子総合 岡山県 １０位

男子トラック総合 岡山県 １３位

男子フィールド総合 岡山県 　６位



女子総合 岡山県 　８位

女子トラック総合 岡山県 　３位

個人 男子　　          　　　１００ｍ 室　　 　達也 2 後楽館 予選 　　　１３”７３

河部　サトシ 1 烏城 予選 　　　１２”６８

岡崎  　一仁 2 市玉島 予選 　　　１３”１７

　　　　　　　　２００ｍ 室　　 　達也 2 後楽館 予選 　　　２６”２２

河部　サトシ 1 烏城 予選 　　　２５”８１

　　　　　　２０００ｍＳＣ 福島　　達也 2 市玉島 　１位 　６’３９”４７　　

　　　　　４ｘ１００ｍＲ 岡山県 予選 　　　４７”３４

　　　　　　　　走幅跳 杉山 丸織樹 1 美作 　９位 　５ｍ９２

藤野 　　　喬 1 倉敷市工 予選 　５ｍ７２

　　　　　　　　三段跳 藤野 　　　喬 1 倉敷市工 　３位 １２ｍ６０

杉山 丸織樹 1 美作 　６位 １２ｍ４３

　　　　　　　　砲丸投 澁谷　　和誉 4 倉敷市工 １１位 １０ｍ３３

　　　　　円盤投 澁谷　　和誉 4 倉敷市工 　６位 ３１ｍ０５

女子　　          　　　１００ｍ 宗田　　加奈 3 後楽館 準決勝 　　　１４”６０

天野 沙也佳 2 後楽館 準決勝 　　　１５”５２

宗長　　佳枝 3 後楽館 　２位 　　　１３”８８

　　　　　　　３０００ｍ 片岡　  優子 3 後楽館 　５位 １２’０９”３６

織田　　寛絵 3 市玉島 １４位 １３’２５”０８

　　　　　　　１００ｍＨ 宗長　　佳枝 3 後楽館 　１位 　　　１８”６６

　　　　　４ｘ１００ｍＲ 岡山県 　４位 　　　５６”８３

　　　　　　　　走高跳 天野 沙也佳 2 後楽館 予選 　１ｍ２０

　　　　　　　　砲丸投 宗田　　加奈 3 後楽館 予選 　７ｍ２４

バスケットボール 団体 男子 烏城 ２回戦

女子 烏城 ２回戦

バレーボール 団体 男子 烏城 ３回戦

女子 烏城 ３回戦

卓球 団体 男子 烏城 ベスト４ 準決勝

女子 井原市立 ２回戦

個人 男子       　　　　シングルス 藤井　　荘矩 1 烏城 ５回戦

森本　　匡人 4 烏城 ２回戦

大山　　修平 2 倉敷市工 ２回戦

松森　　正純 4 烏城 ２回戦

女子　　　　　　　シングルス 笠原 奈々恵 1 市玉島 ４回戦

沖津　　由美 1 井原市立 ３回戦

片山　　寛子 3 精思 ２回戦

難波 美由起 3 烏城 ２回戦

サッカー 団体 男子 烏城 ３回戦

バドミントン 団体 男子 岡山県 ２回戦

女子 岡山県 １回戦

個人 男子 　　           　シングル 生山　　祐輔 1 倉敷市工 ベスト８ 準々決勝

加藤　　侑赳 3 烏城 ４回戦

女子 　　           　シングル 小原 　　　梢 3 後楽館 ベスト８ 準々決勝

立石  いずみ 4 備南 ２回戦

ソフトテニス 団体 男子 岡山県 １回戦

女子 岡山県 ベスト８ 準々決勝

個人 男子        　　　　　ダブルス 橋本　和昭 1 井原市立 ４回戦

山川　広陽　組 3

真鍋　貴徳 3 市立児島 ４回戦

山本　正志　組 3

小川　貴唯 3 烏城 ３回戦

水田　大介　組 3

松下　柾行　 4 倉敷市工 ２回戦

矢野康太郎　組 3

女子        　　　　　ダブルス 藤原　みゆき 2 後楽館 ４回戦

三垣　　　愛　組 3

植田　 松山 ２回戦

和田奈緒美　組 4

木口智郁子 3 烏城 ２回戦

板谷　昌美　組 3

柔道 団体 　 男子 岡山県 予選リーグ

個人 男子　　　　　　　　　　軽量級 山成　　晃雄 2 井原市立 １回戦

中量級 後藤 正太郎 2 烏城 ベスト８

重量級 吉永　　三紀 1 倉敷市工 ２回戦

女子　　　　　　　　　　無差別 祇園　　佳代 2 岡山理大附属 ベスト８


