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番号 種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考

1 陸 上 競 技 　男子 倉敷工業 倉敷 岡山一宮 ・５連続６回目優勝
　女子　 玉野光南 興譲館 就実
　男子　　　　１００ｍ 上杉　　恭平　　　３　　　　岡山一宮　 紀井　孝之　　　　３　　　　邑久 岩崎　　悠紀　　　２　　　　総社南 10”78
　　　　　　　　２００ｍ 岩崎　　悠紀　　　２　　　　総社南 宮本　祐樹　　　　１　　　　倉敷工業 上杉　　恭平　　　３　　　　岡山一宮　 ２２”４０
　　　　　　　　４００ｍ 田口　　雅典　　　３　　　　津山 原田　洵志　　　　２　　　　津山 三輪　　英城　　　３　　　　玉野 ４９”９９
　　　　　　　　８００ｍ 林田　　朋紘　　　３　　　　美作 河合　雅臣　　　　３　　　　岡山朝日 藤井　　勇貴　　　２　　　　倉敷南 １’５５”７６
　　　　　　　１５００ｍ 高下　　裕次　　　３　　　　倉敷 池邊　　稔　　　 　３　　　　倉敷 国延　　　智　　　 ３　　　　玉野光南 ３’５８”３９
　　　　　　　５０００ｍ 高下　　裕次　　　３　　　　倉敷 赤木　淳一　　　　３　　　　倉敷南 池邊　　稔　　　 　３　　　　倉敷 １４’４３”１７　　　大会新

　　　　　　５０００ｍｗ 土手　　悠二　　　２　　　　玉野光南 羅久井俊介　　　 ３　　　　玉野光南 納所　　孝行　　　２　　　　岡山東商 ２４’５５”５６
　　　　　　　１１０ｍＨ 高橋　　清太郎　 ２　　　　岡山工業 山内　健太朗　　 ３　　　　岡山一宮 岡田　　佑樹　　  ３　　　　津山 １５”３１
　　　　　　　４００ｍＨ 須佐美　将史　　 ３　　　　倉敷工業 山内　健太朗　　 ３　　　　岡山一宮 高橋　　浩治　　　３　　　　倉敷工業　　 ５４”８５
　　　　　　　３０００ｍＳＣ 三宅　　秀明　　　３　　　　倉敷工業 金塚　洋輔　　　　３　　　　玉野光南 中山　　和幸　　　３　　　　岡山朝日 ９’２１”６９
　　　　　４ｘ１００ｍＲ 岡山工業（西川、高橋、石井、瀬戸川） 岡山一宮（山内、金子、曽我、上杉） 倉敷工業（須佐美、武田、中村、宮本） ４１”９３　　　　　　大会新
　　　　　４ｘ４００ｍＲ 岡山一宮（曽我、上杉、金子、山内） 倉敷工業（行守、高橋、武田、板谷） 岡山工業（岡田、石井、高橋、瀬戸川） ３’２４”１１
　　　　　　　　走高跳 黒田　　泰行　　　３　　　　美作 江藤　裕太　　　　２　　　　倉敷工業 渡辺　　修平　　　３　　　　倉敷工業 １ｍ９４
　　　　　　　　棒高跳 石原　　裕士　　　３　　　　理大付属 渕本　友太　　　　１　　　　理大付属 木下　　寛之　　　２　　　　理大付属 ４ｍ５０
　　　　　　　　走幅跳 西川　　大友　　　３　　　　岡山工業 金子　大祐　　　　３　　　　岡山一宮 熊代　　哲也　　　２　　　　岡山大安寺 ７ｍ２７　　　　　　大会新
　　　　　　　　三段跳 苅山　　　靖　　　 ３　　　　岡山一宮 江藤　裕太　　　　２　　　　倉敷工業 西川　　大友　　　３　　　　岡山工業 １４ｍ７１
　　　　　　　　砲丸投 尾瀬　　修一　　　３　　　　理大付属 宮地　孝明　　　　２　　　　岡山東商 矢野　　博士　　　３　　　　倉敷工業 １４ｍ２１
　　　　　　　　円盤投 合田　　隆彦　　　３　　　　岡山朝日 柴田　朋希　　　　３　　　　倉敷工業 宮地　孝明　　　　２　　　　岡山東商 ４１ｍ０５
　　　　　ハンマー投 牧野　　建二　　　３　　　　総社 春名　　優一　　　２　　　　美作 若林　　宏旭　　　２　　　　金光学園 ５３ｍ００
　　　　　　　　やり投 原　　　 啓章　　　３　　　　倉敷古城池 柴田　朋希　　　　３　　　　倉敷工業 桑田　　和佳　　　３　　　　金光学園 ５４ｍ１０
　　　　　　　８種競技 関　　　 啓真　　　３　　　　倉敷工業 中筋　龍康　　　　２　　　　美作 田邉　　博之　　　２　　　　玉野光南 5212　　　　　　　大会新

女子　　　　　１００ｍ 神田　　千晶　　　３　　　　岡山操山 柴田　真理子　　 ３　　　　倉敷古城池 森永　　陽子　　　２　　　　岡山一宮 １２”６２
　　　　　　　　２００ｍ 神田　　千晶　　　３　　　　岡山操山 柴田　真理子　　 ３　　　　倉敷古城池 浜野　　美春　　　２　　　　岡山操山 ２５”５８
　　　　　　　　４００ｍ 西井　　奈保美　 ３　　　　玉野光南 西井　奈保子　　 ３　　　　玉島 浜野　　美春　　　２　　　　岡山操山 ５９”１５
　　　　　　　　８００ｍ 佐藤　　麻衣子　 ３　　　　倉敷商業 赤松　佐希子　　 １　　　　興譲館 横田　　枝里　　　２　　　　興譲館 ２’２３”０９
　　　　　　　１５００ｍ 芳賀　　里美　　　３　　　　興譲館 渡邉　江里子　　 ２　　　　興譲館 橋本　　沙織　　　２　　　　興譲館 ４’３３”８５　　大会新
　　　　　　　３０００ｍ 吉岡　　知香　　　３　　　　興譲館 山本　未央里　　 １　　　　興譲館 山根　　由依　　　３　　　　興譲館 ９’３６”２９
　　　　　　　３０００ｍｗ 延藤　　友美　　　２　　　　玉野光南 池上　由里子　　 ２　　　　興譲館 山本　　江美　　　３　　　　興譲館 １６’５２”７９
　　　　　　　１００ｍＨ 西井　　奈保子　 ３　　　　玉野光南 山下　祐佳　　　　２　　　　岡山東商 白髭　　萌　　　　 ３　　　　岡山操山 １４”８０
　　　　　　　４００ｍＨ 西井　　奈保子　 ３　　　　玉野光南 横田　　優香　　　３　　　　総社南 長瀬　　智子　　　３　　　　岡山東商 ６２”８７　　　　大会新
　　　　　４ｘ１００ｍＲ 岡山東（小林、永井、永光、山下） 玉野光南（味野、佐藤、林、西井） 就実（難波、乾、横田、下村） ５１”８６
　　　　　４ｘ４００ｍＲ 玉野光南（林、浜田、冨塚、西井） 津山東（石田、大澤、竹内、関元） 美作（平田、植月、阿曽、石浦） ４’２２”５８　　大会新
　　　　　　　　走高跳 平田　　芳奈子　 ３　　　　美作 鴨崎　由美　　　　３　　　　倉敷中央 北山　　陽子　　　２　　　　津山 １ｍ６３
　　　　　　　　走幅跳 賀屋　　友紀　　　３　　　　岡山工業 河合　美由紀　　 ２　　　　西大寺 味野　　愛　　　 　１　　　  玉野光南 ５ｍ５６
　　　　　　　　砲丸投 小島　　奈津子　 ３　　　　翠松 下村　　恵美　　　３　　　　就実 木下　　璃沙　　　１　　　　岡山一宮 １２ｍ０９
　　　　　　　　円盤投 下村　　恵美　　　３　　　　就実 木下　　璃沙　　　１　　　　岡山一宮 小島　　奈津子　 ３　　　　翠松 ３８ｍ４７
　　　　　　　　やり投 古市　　裕子　　　２　　　　就実 下村　　恵美　　　３　　　　就実 中島　　順子　　　３　　　　玉野光南 ４２ｍ３９　　　大会新
　　　　　　　　７種競技 忠津　　翠　　　 　２　　　　就実 柚木　なずな　　　２　　　　玉島 平松　　香央里 　２　　　　就実 3334
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種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考
2 体 操

男子 関西 理大付属 津山東 ４１年連続４１回目
女子 山陽女子 就実 津山東 ３１年連続３８回目　　　
男子総合 西峯　　賢二　　　３　　　　関西 沖口　　　誠　　 　２　　　　関西 磯田　　洋典　　　２　　　　関西
女子総合 椎原　　夕加里　 ３　　　　山陽女子 加賀　　淳美　　　３　　　　山陽女子 山下　　裕美　　　３　　　　山陽女子
男子　　ゆか　　 沖口　　　 誠　　　２　　　　関西 西峯　　賢二　　　３　　　　関西 天野　　陽介　　　２　　　　関西
　　　　　鞍馬 沖口　　　 誠　　　２　　　　関西 磯田　　洋典　　　２　　　　関西 録沢　　短敬　　　３　　　　関西
　　　　　つり輪 沖口　　　 誠　　　２　　　　関西 磯田　　洋典　　　２　　　　関西 西峯　　賢二　　　３　　　　関西
　　　　　跳馬 沖口　　　 誠　　　２　　　　関西 西峯　　賢二　　　３　　　　関西 録沢　　短敬　　　３　　　　関西
　　　　　平行棒 西峯　　賢二　　　３　　　　関西 磯田　　洋典　　　２　　　　関西 沖口　　　 誠　　　２　　　　関西

天野　　陽介　　　２　　　　関西
　　　　　鉄棒 西峯　　賢二　　　３　　　　関西 磯田　　洋典　　　２　　　　関西 録沢　　短敬　　　３　　　　関西
女子　　跳馬 椎原　　夕加里　 ３　　　　山陽女子 有松　　知美　　　１　　　　山陽女子　 藤井　　万弓　　　２　　　　山陽女子
　　　　　段違い平行棒 椎原　　夕加里　 ３　　　　山陽女子 加賀　　淳美　　　３　　　　山陽女子 半田    享子　　　２　　　　山陽女子
　　　　　平均台 椎原　　夕加里　 ３　　　　山陽女子 加賀　　淳美　　　３　　　　山陽女子 山下　　裕美　　　３　　　　山陽女子
　　　　　ゆか 椎原　　夕加里　 ３　　　　山陽女子 加賀　　淳美　　　３　　　　山陽女子 半田    享子　　　２　　　　山陽女子

新体操
男子 精研
女子 津山東 岡山芳泉 鴨方
男子　　総合 川相　　貴彦　　　３　　　　精研
女子　　総合 安　　　 未史　　　１　　　　岡山南 原田　　典子　　　３　　　　岡山南 平尾　　陽子　　　３　　　　岡山南　　　
男子　　棒　 川相　　貴彦　　　３　　　　精研
　　　　　こん棒 川相　　貴彦　　　３　　　　精研
女子　　フープ　　 安　　　 未史　　　１　　　　岡山南 原田　　典子　　　３　　　　岡山南 平尾　　陽子　　　３　　　　岡山南　　　
　　　　　ボール 安　　　 未史　　　１　　　　岡山南 原田　　典子　　　３　　　　岡山南 平尾　　陽子　　　３　　　　岡山南　　　

3 水 泳 競泳
男子 岡山大安寺 関西 倉敷天城
女子 玉野光南 倉敷天城 岡山大安寺

個人 男子　　　   ５０ｍ自由形 三木　　浩　　　　　２　　　倉敷天城 杉山　　謙心　　　　２　　　津山東 藤田　　晃平　　　１　　　倉敷天城 ２５，７２
１００ｍ自由形 杉本　　宗太郎　  ２　　　岡山大安寺 三木　　浩　　　　　 ２　　　倉敷天城 為本　　隆志　　　２　　　関西 ５５，０５
２００ｍ自由形 尾崎    大祐        ２       関西 有松　　大輔　　　　２　　　関西 平松　　孝啓　　　２　　　岡山大安寺 ２：００，５４
４００ｍ自由形 平松　　孝啓　　　 ２　　　岡山大安寺 近藤　　智陽　　　　３　　　岡山大安寺 浪本　　渉　 　　　３　　　岡山朝日 ４：２１，１０

１５００ｍ自由形 岡　　佑一　　　　  ３　　　岡山大安寺 近藤　　智陽　　　　３　　　岡山大安寺 片寄　　友裕　　  １　  　岡山行楽館 １７：２１，４４
１００ｍ平泳ぎ 石田　　征也　　　 ２　　　岡山大安寺 平野　　哲也　　　　２　　　岡山芳泉 浪本　　達彦　　　２　　　岡山芳泉 １：１２，２６
２００ｍ平泳ぎ 石田　　征也　　　 ２　　　岡山大安寺 楠戸　　通央　　　　１　　　倉敷工業 浪本　　達彦　　　２　　　岡山芳泉 ２：３５，５８
１００ｍ背泳ぎ 新間　　浩太郎　  ３　　  玉野光南 木津　　優太　　　　３　　　倉敷天城 菊本　　祐輔　　　２　　　岡山大安寺 １：００，３４
２００ｍ背泳ぎ 新間　　浩太郎　  ３　　  玉野光南 菊本　　祐輔　　　　２　　　岡山大安寺 河原　　佑介　　　２　　　理大附属　 　 ２：１０，９５

１００ｍバタフライ 杉本　　宗太郎　  ２　　  岡山大安寺 冨本　　尚史　　　　３　　　関西 有松　　慎治　　　３　　　関西 ５８，１５
２００ｍバタフライ 酒井　　　紳　　　　１　　　倉敷天城　 高田　　卓也　　　　３　　　関西 内山　　陽平　　　２　　　倉敷天城 ２：１６，７１

２００ｍ個人メドレー 福田　　　優　　　  ３　　  岡山大安寺 尾崎    大祐        　２      関西 白神　　雄介　　　２　　　岡山工業 ２：１３，３１
４００ｍ個人メドレー 福田　　　優　　　  ３　　  岡山大安寺 岡　　　 佑一　　　  ３　　  岡山大安寺 白神　　雄介　　　２　　　岡山工業 ４：５４，０２

４００ｍメドレーＲ 岡山大安寺 倉敷天城 関西 ４：０５,５６（大会新）
４００ｍリレー 関西  岡山大安寺 倉敷天城 ３：４３，２５（大会新）
８００ｍリレー  岡山大安寺 関西 倉敷天城 ８：０２，２３（県新）

女子　　　５０ｍ自由形 田村　　裕美　　　３　　　　津山高専 吉清　　真由美　　 ３　　　　倉敷天城 築田　　祥子　　　３　　　　倉敷青陵 ２９，０６
１００ｍ自由形 築田　　祥子　　　３　　　　倉敷青陵 田村　　裕美　　　　３　　　　津山高専 吉清　　真由美　 ３　　　　倉敷天城 １：０２，３１
２００ｍ自由形 竹内　　　梓　　　 ３　　　　玉野光南 植畑　　菜琴　　　　１　　　　岡山南 鈴木　　迪子　　　３　　　　倉敷古城池 ２：１０，６９
４００ｍ自由形 竹内　　　梓　　　 ３　　　　玉野光南 三宮　　夏沙　　　  ２　　　　玉野光南 岡　　美友紀　　　２　　　　岡山南 ４：３６，１８
８００ｍ自由形 三宮　　夏沙　　　２　　　　玉野光南 早瀬　　久美　　　　３　　　　津山商業 （出場２名） ９：３４，２２
１００ｍ平泳ぎ 赤城　　裕加子　 ３　　　　倉敷天城 小野　　智世　　　　２　　　　倉敷天城 尾形　　雅美　　　３　　　　倉敷天城　　　 １：１６，６９
２００ｍ平泳ぎ 尾形　　雅美　　　３　　　　倉敷天城　　　 小野　　智世　　　　２　　　　倉敷天城 森川　　美菜　　　３　　　　玉野光南 ２：４４，４４
１００ｍ背泳ぎ 永瀬　　陽香　　　３　　　　倉敷天城 追立　　麻吏子　　 １　　　　理大附 森本　　倫枝　　　２　　　　玉野光南 １：０７，９８
２００ｍ背泳ぎ 永瀬　　陽香　　　３　　　　倉敷天城 追立　　麻吏子　　 １　　　　理大附 森本　　倫枝　　　２　　　　玉野光南 ２：２４，９９

１００ｍバタフライ 中山　　　唯　　　 １　　　　岡山大安寺 高岩　　知美　　　　２　　　　玉野光南 戸川　　倫子　　　２　　　　　津山　　　 １：０６，０３
２００ｍバタフライ 高岩　　知美　　　２　　　　玉野光南 中山　　　唯　　　 　１　　　　岡山大安寺 （出場２名） ２：２２，３３

２００ｍ個人メドレー 赤城　　裕加子　 ３　　　　倉敷天城 古川　　祐圭　　　　１　　　　岡山芳泉 森　　菜奈子　　　２　　　　岡山大安寺 ２：３０，０３
４００ｍ個人メドレー 岡　　　 美由紀　 ２　　　　岡山南 古川　　祐圭　　　　１　　　　岡山芳泉 清水　　祐希　　　３　　　　学芸館 ５：０７,２９（大会新）

４００ｍメドレーＲ 倉敷天城 玉野光南  岡山大安寺 ４：３６，５４
４００ｍリレー 玉野光南 倉敷天城  岡山大安寺 ４：１１，３５
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種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考
4 バ スケ ットボ ー ル 男子 倉敷青陵 水島工業 理大付属　　　　　関西

女子 倉敷翠松 就実 津山東　　　　　　岡山芳泉
5 バレーボール 男子 玉野光南 岡山東商 美作　　　　　　　　笠岡商業

女子 就実 岡山東商 美作　　　　　　　　玉野光南
6 卓 球 男子 関西 玉野光南 明誠学院　　　　　

女子 就実 玉野光南 山陽女子
男子　　　　シングルス 王　　　　遠　　　　３　　　　　　 関西 松山　　満　　　　 ２　　　　玉野光南 白神　　俊介　　　２　　　　　　関西
女子　　　　シングルス 片岡　　 愛         ３　　        　就実 大畑　　初美　　　２　　　  　就実 大西　　 綾　　　　２　　　　　　就実
男子　　　　　ダブルス 王　　　　遠　　　　３　　　        関西 坂本　　直也　　  ２　　　　　関西 松山・　平松　　　２　　　　玉野光南　　　　

白神　　俊介組　 ２　　        　関西 有田　　有希　　　２　　　　　関西 木下・　大熊　　　２　　　　玉野光南
女子　　　　　ダブルス 片岡　　 愛         ３　　　　　　 就実 江尻　　由佳子　 ３　　　　　就実 冨谷（３）・岡（２）　　　　　　　　就実

大畑　　初美 組　２　　　　　　就実 大西　　 綾 組　　２　　　　　就実 宮武（３）・橋本（１）　　　　　　 就実
7 ハ ンドボール 男子 倉敷青陵 理大付属 総社　　　　　　　東岡山工業 ２年連続３回目優勝

女子 倉敷中央 総社南 玉野光南　　　　倉敷青陵 ５年連続５回目優勝
8 サ ッ カ ー 団体 男子 玉野光南 笠岡工業 倉敷天城
9 ラ グ ビ ー Aブロック 津山工業 関西 岡山工業

Bブロック 倉敷工業 玉島 林野
Cブロック 岡山一宮 関西Ｂ 倉敷南・金光・瀬戸連合チーム
Dブロック　７人制 高松農業 鴨方 理大付属

10 バ ドミン トン 男子 水島工業 西大寺 倉敷南
女子 笠岡商業 山陽女子 倉敷商業
男子　　　ダブルス  田中　　　翔　　   ３　   水島工業 藤原　　秀一　 　３　　　水島工業 青井　　満寛　　　３　　　　水島工業

 堀　　  眞人    　 ２　   水島工業 畑　　　 友貴　   ３　    水島工業 奥村　　   遼　　  ３　　　　水島工業
　　　　　シングルス　　　　　  畑　　　友貴　  　 ３　   水島工業 堀　 　  眞人  　 ２ 　   水島工業 奥村　　   遼　　　３　　　　水島工業
女子　　　ダブルス  浅原　　さゆり　　 ２　　笠岡商業 河上　　弥加　　 ３　　　笠岡商業 岡崎 あかね　　　３　　　　山陽女子

 黒田　　香織       ２　　笠岡商業 砂田　　千晶　　 ２　　　笠岡商業 岡本　　和実　　　３　　　　山陽女子
　　　　　シングルス  浅原　　さゆり　 　２　　笠岡商業 黒田　　香織 　  ２　　　笠岡商業 戸井　　裕子　　　２　　　　山陽女子

11 ソフトボ ー ル 男子  新見  東岡山工業 倉敷天城
高梁

女子 岡山東商 津山商業 玉野光南
矢掛商業

団体 理大付属 勝山
個人 津村　　勝人　　　　３　　　　理大付属 赤沢　　徳彦　　　　２　　　　理大付属 吉原　　佑樹　　　　２　　　　　勝山

13 ボ ク シ ン グ モスキート級 多田　　結城　　　　２　　　　岡山工業 大郷　　隆正　　　　２　　おかやま山陽
ライトフライ級 松本　　章宏　　　　２　　　　岡山工業 西山　　知宏　　　　２　　　  岡山工業
フライ級 片岡　　優二　　　　３　　　　理大付属 景山　　英幸　　　　２　　　  岡山工業
バンタム級 野崎　　純平　　　　３　　　　関西 吉田　　英嗣　　　　３　　　  商大付属
フェザー級 赤木　　和基　　　　３　　　　理大付属 小野　　祐希　　　　２　　　  岡山工業
ライト級 福原　　寛人　　　　２　　　　津山東 石井　　勇貴　　　　２　　　  岡山工業
ライトウェルター級 川上　　大介　　　　３　　　　倉敷 大繁　　允彰　　　　２　　　  倉敷工業
ウェルター級 三宅　　淳也　　　　２　　　　岡山朝日 坪井　　雄司　　　　３　　　  理大付属
ライトミドル級 小野田　裕太　　　 ２　 　　 倉敷工業

14 ソフトテ ニ ス 男子　　　　 理大付属 倉敷工業 倉敷天城・東岡山工業 7連連続15回目
女子  就実  山陽女子 岡山南・倉敷商業
ダブルス男子　　　　 境（２）・北見（１）　　　　　　 理大付属 仮屋園（３）・小林（３）　　　　理大付属 田淵（３）・小林（３）　　　　　　東岡山工

村上（１）・小林（２）　　　　　　理大付属
ダブルス女子 山本（２）・篠埜（２）　　　　　就実 石川（３）・前嶋（３）　　　　　　就実 中野（２）・田代（２）　　　　　　山陽女子

樋口（３）・小野（３）　　　　　　玉島
15 軟 式 野 球 団体 男子  林野  成羽
16 ウェイト 団体 男子  倉敷商業  笠岡工業 東岡山工業

リフティング 個人 男子　　　　　　　　５３ｋｇ級  国矢田　智　　　　２　　　倉敷商業　　　 中内　俊亨　　　　３　　　　　笠岡工業 難波　寛明　　　　３　　　　　倉敷商業
５６ｋｇ級  藤森　　康明　　　３　　　倉敷商業 藤原　康宏　　　　２　　　　　倉敷商業 伊加　　渉　　　　 ３　　　　　笠岡工業
６２ｋｇ級  中島　　孝文　　　３　　　倉敷商業 川上　　哲哉　　　３　　　　　笠岡工業 岡崎　克政　　　　２　　　　　東岡山工業
６９ｋｇ級  吉岡　　良紹　　　３　　　笠岡工業 楢原　佑規　　　　３　　　　　東岡山工業 中田　雅貴　　　　２　　　　　倉敷商業
７７ｋｇ級  三宅　　陽治　　　３　　　笠岡工業　 田中　健一　　　　３　　　　　笠岡工業 山崎　史明　　　　２　　　　　倉敷商業
８５ｋｇ級  粟井　　篤　　　　 ３　　　倉敷商業 藤井　康博　　　　３　　　　　笠岡工業 櫻本　佳宏　　　　２　　　　　倉敷商業
９４ｋｇ級  片岡　　貴志　　　３　　　倉敷商業 橋本　浩伸　　　　２　　　　　東岡山工業 樫本　丈弥　　　　２　　　　　東岡山工業

１０５ｋｇ級  香川　　　悟　　　 ３　　　東岡山工業は出場するが順位の対象外
１０５ｋｇ超級  服部　　弘範　　　２　　　東岡山工業
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種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考
16 ウェイト 個人 　　女子　　　　　

リフティング ４８ｋｇ級  石田　　有梨佳　 ３　　　倉敷商業 田中　優衣　　　　２　　　　　倉敷商業
５３ｋｇ級  石井　　香菜子　 ３　　　倉敷商業　　 山岡　美保　　　　２　　　　　倉敷商業 是友　良美　　　　２　　　　　倉敷商業
５８ｋｇ級  福利　　有加　　　３　　　倉敷商業 福谷　麻衣　　　　３　　　　　倉敷商業 松尾　　幸恵　　　３　　　　　倉敷商業
６３ｋｇ級  森平　　道子　　　３　　　倉敷商業 寺尾　伊代　　　　２　　　　　倉敷商業
６９ｋｇ級  三宅　　友美　　　３　　　倉敷商業 石井　華湖　　　　３　　　　　倉敷商業

17 登 山 男子 岡山操山 笠岡工業 津山
女子 津山東 就実 勝山

縦走 男子 岡山朝日 津山工業 勝山
18 柔 道 男子 玉野商業 岡山東商 倉敷工業

女子 岡山東商 おかやま山陽 理大附属
個人 男子

６０ｋｇ級 飯田　　哲也　　　３　　　　玉野光南 谷本　大和　　　　２　　　おかやま山陽 石本　泰志　　　　２　　　　　作陽
土屋　拓人　　　　２　　　　岡山東商

６６ｋｇ級 中野　　幸司　　　３　　　　倉敷工業 高谷　浩太　　　　２　　　　倉敷工業 小原　健次郎　　 ３　　　　玉野光南
三浦　翼　　　　　 ２　　　　津山商業

７３ｋｇ級 中井　　直樹　　　３　　　　作陽　 三垣　章一　　　　２　　　　岡山東商 高見　朋治　　　　２　　　　　作陽
高谷　哲朗　　　　２　　　　倉敷工業

８１ｋｇ級 吉岡　　信明　　　３　　　　理大付属 松本　哲也　　　　２　　　　作陽 藤原　大樹　　　　１　　　　玉野商業
河村　圭亮　　　　３　　　　玉野商業

９０ｋｇ級 坪井　　孝文　　　３　　　　理大付属 永原　充浩　　　　３　　　　倉敷工業　　　　木村　泰久　　　　３　　　　岡山東商
藤原　貴明　　　　３　　　　玉野商業

１００ｋｇ級 川崎　　大輔　　　３　　　　岡山東商 水原　光也　　　　３　　　　理大付属　 金山　慎吾　　　　２　　　　玉野商業
小川　稔博　　　　３　　　　玉野商業

１００ｋｇ超級 松平　　憲彦　　　２　　　　玉野商 渡邉　康二　　　　３　　　　玉野商業 相原　智行　　　　３　　　　東岡山工
福井　裕　　　　　 １　　　　　作陽

女子
４８ｋｇ級 川端　　秀美　　　２　　　　岡山東商 射矢　順子　　　　３　　　　岡山東商 角野　こずえ　　　２　　　　津山商業

住田　知穂　　　　３　　　　日新
５２ｋｇ級 中田　　裕子　　　３　　　　おかやま山陽 大前　綾夏　　　　３　　　　岡山東商 水島　愛　　　　　 １　　　　玉野光南

谷本　蘭　　　　　 ２　　　　おかやま山陽
５７ｋｇ級 石井　　久美子　 ２　　　　玉野商業 田中　恵子　　　　３　　　　岡山東商 内山　かおり　　　３　　　　津山商業

松本　紗丘子　　 １　　　　岡山東商
６３ｋｇ級 加瀬野　恭子　　 ２　　　　おかやま山陽 水杉　仁冨美　　 ２　　　　津山商業 三角　智那　　　　３　　　　岡山東商

川上　麻衣子　　 ２　　　　玉野商業
７０ｋｇ級 藤原　　公美　　　２　　　　岡山東商 橋本　由紀　　　　２　　　　岡山東商 織田　沙緒理　　 ３　　　　岡山東商

若原　由　　　　　 ２　　　　理大付属
７８ｋｇ級 岩永　　未希　　　１　　　　おかやま山陽 川村　　名美　　　３　　　　岡山東商 水畑　有加　　　　１　　　　岡山東商

守屋　美智子　　 ２　　　　玉野商業
７８ｋｇ超級 相原　　千郷　　　２　　　　理大付属 小笠原　　綾子　 ２　　    理大付属 波多野あゆみ　　１　　　　玉野商業

瀬戸　浩子　　　　１　　　　おかやま山陽
19 剣 道 男子 西大寺 倉敷 岡山朝日

女子 西大寺 就実 岡山東商
男子 太田　　健一朗　 ３　　　　西大寺 尾池　達成　　　　３　　　　倉敷 勝見　健太　　　　３　　　　岡山朝日

松本　真吾　　　　３　　　　岡山朝日
女子 加藤　　やよい　　３　　　　就実 植田　早紀　　　　３　　　　玉野光南 国枝　真秀　　　　３　　　　西大寺

冨田　知何　　　　３　　　　津山
20 弓 道 男子 岡山朝日 岡山南 興陽

女子 興陽 岡山朝日 倉敷古城池
男子 小野瀨　弘之　　 ３　　　　興陽 長田　晃幸　　　　３　　　　岡山朝日 小泉　陽一　　　　３　　　　興陽
女子 阪田　　幸子　　　３　　　　井原 安達　知江　　　　３　　　　瀬戸 大上　芙莉　　　　３　　　　岡山朝日

21 テ ニ ス 男子 理大付属 関　　　西 岡山朝日
岡山学芸館

女子 山陽女子 岡山学芸館 岡山朝日
岡山城東
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種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考
21 テ ニ ス 男子シングルス 石川　　浩平　　　２　　　理大付属 杉井　　和広　　　３　　　関　　　西 尾崎　　正敏　　　２　　　理大付属

男子ダブルス 石川　　浩平　　　２　　　理大付属 尾崎　　正敏　　　２　　　理大付属 森岡　　寛明　　　３　　　理大付属
小野　　智敬　　　２　　　理大付属 三宅　　直樹　　　２　　　理大付属 三海　　　透　　　 ３　　　理大付属

多田　　健太　　　２　　  関西
　 佐藤　　直也　　　１　　  関西
女子シングルス 深井　　彩加　　　３　　　山陽女子 山田　　奈緒子　 １　　　山陽女子 富田　　　麗　　　 １　　　学芸館
女子ダブルス 山田　　奈緒子　 １　　　山陽女子 深井　　彩加　　　３　　　山陽女子 福田　　千紗　　　３　　　学芸館

山手　　砂野加　 １　　  山陽女子　　　　 河田　　安佳里　 ２　　　山陽女子 前山　　真衣香　 ３　　　学芸館
22 レ ス リ ン グ 団体 倉敷 倉敷 笠岡工業 高松農業 29回目優勝

５０kg級 小島　　伊織　　　３　　　倉敷 立間　俊宏　　　　１　　　　笠岡商業 小比賀　裕也　　 １　　　　　 高松農業
津村　尚幸　　　　１　　 　　　倉敷

５４kg級 久安　  保史　　　３　　　倉敷 内山　純一　　　　３　　　　高松農業 横見瀬　格彰　　 ２　　　　　 高松農業
岡本　真史　　　　１　　 　　　倉敷

５８kg級 横山　　　太　　　 ３　　　笠岡工業 難波　儀如　 　　 ３　　　  倉敷 久野　洋　　　　　 ２　         岡山一宮
壇　　禎史　　　　 ３　　　　　 笠岡工業

６３ｋｇ級 田邊　　晃一　　　３　　　笠岡工業 武田　幸登　　　　２　　　　倉敷 三宅　学　　　　　 ２　　　　　 笠岡工業
永山　利行　　　　１　　　　　 笠岡工業

６９ｋｇ級 船越　　康晃　　　３　　　倉敷 妹尾　　 誠　　　　３ 　　　 笠岡工業 藤原　　一夫　　　３　　　　　 関西
秋本　憲伺　　　　２　　　　　 美作

７６ｋｇ級 高杉　　大輔　　　３　　　高農 西田　章吾　　　　２　　　　笠岡工業 伏見　貴弘　　　　２　　　　　 倉敷
川角　直哉　　　　1             高松農業

８５ｋｇ級 太田　　　伸　　　 ３　　　関西 平尾　貴生　　　　３　　　　学芸館 三宅　秀樹　　　　２　　　　　 おかやま山陽
菊川　和也　　　　３　　　　　  高松農業

１３０kg級 矢部　　隆幸　　　２　　　笠岡工業 長谷川　晃一　　 ２　　　  倉敷 中村　竜也　　　　３　　　　　　関西
遠藤　正隆　　　　１　　　　　　笠岡工業

23 ボ ー ト 男子舵手つきクオドルプル 関西Ａ 関西Ｂ
　　ダブルスカル 関西Ａ 関西Ｂ
女子舵手つきクオドルプル 岡山操山 岡山東商
　　ダブルスカル 岡山東商
男子シングルスカル 小倉　拓也　　　　３　　　岡山東商 片岡　幹博　　　　３　　　　備前 岡田　悠生　　　　３　　　　　　関西
女子シングルスカル 槙本　　香　　　　 ２　　　岡山東商 福井　沙樹　　　　２　　　　岡山東商

24 自 転 車 競 技 トラック競技
学校対抗 岡山工業 水島工業 興陽
4㎞チーム・パーシュート 岡山工業Ａ 岡山工業Ｂ 興陽Ａ
チームスプリント 岡山工業Ａ 水島工業Ｂ 興陽Ａ
スプリント 藤井　　雅浩　　　３　　　水島工 西山　真史　　　　３　　　　岡山工 森　　 佑樹　　　　　２　　　　　　水島工
ケイリン 西垣　　洋一　　　３　　　水島工 藤井　雅浩　　　　３　　　　水島工 益岡　健二　　　　  ３　　　　　　岡山工
エリミネーション 井上　　博登　　　３　　　岡山工 檜尾　好児　　　　３　　　　興陽 大森　健太郎　　　 ２　　　　　　岡山工
ポイントレース（１６Ｋｍ） 入江　　康仁　　　３　　　岡山工 田中　孝一　　　　２　　　　岡山工 片山　和正　　　　　２　　　　　　岡山工
４Ｋｍ速度競走 田中　　孝一　　　２　　　岡山工 益岡　健二　　　　３　　　　岡山工 河村　研吾　　　　　３　　　　　　水島工
１ｋｍタイムトライヤル 井上　　博登　　　３　　　岡山工 河村　研吾　　　　３　　　　水島工 佐藤　武士　　　　　２　　　　　　岡山工
３ｋｍインディヴィデュアル・パラシュート 片山　　和正　　　２　　　岡山工 佐藤　武士　　　　２　　　　岡山工 山本　仁人　　　　　３　　　　　　水島工

ロード競技
団体 学校対抗 岡山工業 興陽 東岡山工業
個人 片山　　和正　　　２　　　岡山工 田中　　孝一　　　２　　　　岡山工 光森　　祐輔　　　　３　　　　　　興陽　　

25 ヨ ッ ト 男子 邑久 玉野高校
女子 琴浦
男子 國岡　　秀徳　　　２　　　　邑久 大森　３　・川野　２　　　　　邑久 藤原　尚幸　　　　　３　　　　　　玉野

竹田　　壮一郎　 ２　　　　邑久 原田　　　　　　　  ２　　　　　邑久 塚本　淳一　　　　　３　　　　　　玉野
女子 牧枝　　由海　　　３　　　　琴浦

松谷　　香苗　　　２　　　　琴浦
26 フェンシング 男子 西大寺 玉野光南

女子　　　 玉野光南 西大寺 岡山大安寺
男子　　　　フルーレ 青木　　　優　　　 ３　　　西大寺 原　　 昌弘　　　　３　　　  西大寺 森本　　敏照　　　２　　　西大寺
　　　　　　　　エペ 岩崎　　克紀　　　２　　　西大寺 森本　敏照　　　　２　　　　西大寺 大塚　　裕太　　　３　　　玉野光南
              サーブル 青木　　　優　　　 ３　　　西大寺 原　　 昌弘　　　　３ 　　　 西大寺 光本　　智哉　　  ２     　西大寺
女子　　　　フルーレ 中田　　知実　　　３　　　玉野光南 平尾　めぐみ　　 ２　　　  玉野光南 山根　　真子　　　３　　  西大寺
                エペ 森　　　 尚香　　　３　　　西大寺 古市　千晶　　　  ３         西大寺 水野　　舞子　　　３　　　西大寺

種　　　別

個人

団体

個人

団体

個人

個人

個人

団体

団体

個人



種 目 　　　優　勝　 2位 3位 備考
27 空 手 道 男子　　形競技 おかやま山陽 倉敷 理大付属

男子　　組手競技 おかやま山陽 理大付属 東岡山工
女子　　形競技 おかやま山陽 西大寺 岡山朝日
女子　　組手競技 おかやま山陽 西大寺 邑久
男子　　　　　　形競技 土屋　　周太　　　１　　　おかやま山陽 津崎　拓実　　　　３　　　おかやま山陽 三宅　　証　　　　 ３　　　　倉敷
　　　　　　　 組手競技 加藤　　知拓　　　２　　　おかやま山陽 天野　　誠之　　　３　　　おかやま山陽 石田　　修平　　　３　　　　理大付属

西村　　洋輝　　　１　　　　岡山朝日
女子　　　　　　形競技 青木　　麻弥　　　２　　　おかやま山陽 福田　恵華　　　　２　　　おかやま山陽 高垣　奈都美　 　３　　　　おかやま山陽
　　　　　　　 組手競技 高垣　　奈都美　 ３　　　おかやま山陽 中岡　由佳　　　　２　　　おかやま山陽 福田　恵華　　　　２　　　　おかやま山陽

河部　伸江　　　　２　　　　おかやま山陽
28 な ぎ な た 団体 勝間田 児島 至道

女子　　　　　　　演技 本名　　恵理子　 ３　　　勝間田 石井　　由佳　　　２　　　児島 坂手　　佐千子　 ３　　　児島
清水　　　悠　　　 ３　　　勝間田 松山　　美和　　　３　　　児島 阪本　　洋子　　　３　　　児島

女子　　　　　　　試合 清水　　　悠　　　 ３　　　勝間田 本名　　恵理子　 ３　　　勝間田 別所　　望加　　　２　　　児島
29 少 林 寺 拳 法 男子 関西 東岡山工 金光学園

女子 金光学園 ・今回、金光学園高校のみ出場。
男子 組演武弐段以上の部 和田　　　聡　　　 ３　　　関西 坂田　健太郎　　３　　　　笠岡商 山本　浩貴　　　　３　　　東岡山工

績尾　　和彦　組 ３　　　関西 松浦　淳也　　　 ３　　　　笠岡商 小林　直正　　　　２　　　東岡山工
組演武初段の部 湯浅　　智基　　　３　　　関西 野崎　啓明　　　 ３　　　　関西 高橋　裕樹　　　　３　　　関西

笠井　　信孝　組 ３　　　関西 鶴田　寛行　　　 ３　　　　関西 山本　泰弘　　　　２　　　関西　　　
規定の部 赤瀬　　雄介　　　２　　　関西 須々木　大紀　　２　　　　岡山工 芝原　大輔　　　　２　　　東岡山工　　

高津　　俊将　組 ２　　　関西 中井　健史　　　 ２　　　　岡山工 浦上　直人　　　　２　　　東岡山工
女子　　　　　　有段の部 徳田　　美賀代　 ３　　　理大付属 丸山　　綾子　　　３　　　理大付属

内田　　彩香 組　３　　　理大付属 石井　　靖子 組　３　　　理大付属
規定の部 岡田　　奈津子　 １　　　金光学園

大本　　奈々 組　１　　　金光学園
30 アー チェリー 男子 理大付属 備前東 倉敷天城

女子　 備前東 （出場１校のみ）
男子 砂場　　俊一郎　 ３　　　備前東 谷口　達矢　　　　３　　　 備前東                 井上　竜一　　　　３　  　　　　理大付属
女子 村上　　晶子　　　３　　　備前東 牧　　　千尋　　　 ２　　　 岡山共生 赤田　薫野　　　　２　　　　　　備前東

31 ボ ー リ ン グ 男子 倉敷工業 理大付属 明誠学院
女子 理大付属 明誠学院 （出場２校）
男子 大野　容揚　　　　２　　　津山 中川　友太　　　　２　　　　関西 植村　　倫行　　　２　　　理大付属
女子 小谷　千代　　　　１　　　明誠学院 長谷川　敦美　　 ２　　　理大付属 武井　　清夏　　　１　　　理大付属

32 カ ヌ ー カヤック　シングル 延江　和正　　　　２　　　福渡 管　　　 隆志　　　２　　　 福渡 延江　　直基　　　２　　　岡山工業
カナディアン　シングル 森永　将仁　　　　２　　　倉敷工業 原田　　翔平　　　２　　　倉敷工業 岩城　　一茂　　　２　　　倉敷工業
カヤック　ペア 延江・市川　　　　２　　　岡山工業 延江　・　 管　　　２　　 　福渡 北篠　・　間野　　２　　　倉敷工業
カナディアン　ペア 岩城・森永　　　　２　　　倉敷工業 （出場１校のみ）
カヤック　シングル 松井　　明登花　 ２　　　備前東 植田　望未　　　　２　　　　備前東 中本　　結子　　　１　　　備前東
カヤック　ペア 松井　　植田　　　２　　　備前東 森谷　・中本　　　１　　　　備前東 （出場２校）

33 ゴ ル フ 団体 男子 興譲館 関西 理大付属
男子 吉田　　祐基　　　３　　　興譲館 万袋　　祐基　　　２　　　　津山東 青森　　友紀　　　２　　　　関西　　　
女子 諸見里 しのぶ　　１　　　おかやま山陽 中村　　美樹　　　２　　　清心女子 青森　　千秋　　　３　　　 おかやま山陽

34 駅 伝 団体 男子 倉敷 玉野光南 興譲館
女子 興譲館 就実 玉野光南

35 ス キ ー 団体　 男子 蒜山 林野 落合
学校対抗 女子 津山工業　 津山東 蒜山

個人 男子
ジャイアントスラローム 山本　丞済　　　３　　　　蒜山 三好　俊介　　　　１　　　林野 甲田　大貴　　　　２　　　　林野
スラローム 赤田　康幸　　　２　　　　落合 川崎　計哉　　　　２　　　蒜山 池田　弘典　　　　２　　　　蒜山
クロスカン・クラシカル10㎞ 植木　啓太　　　３　　　　蒜山 川合　賢人　　　　３　　　蒜山
クロスカン・フリー１５㎞ 川合　賢人　　　３　　　　蒜山 植木　啓太　　　　３　　　蒜山 山本　虎司　　　　２　　　　蒜山
女子
ジャイアントスラローム 小椋　　愛　　　 １　　　津山工業 片田　絵理　　　　２　　　蒜山 椋代紗奈子　　　１　　　　津山
スラローム 小椋　　愛　　　 １　　　津山工業 片田　絵理　　　　３　　　蒜山 寺本　 未織　　　２　　　　岡山朝日
クロスカン・クラシカル５㎞ 友金　園実　　　３　　　津山東
クロスカン・フリー１０㎞ 友金　園実　　　３　　　津山東
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