
種　　　目 結　　果
2 体操 体操競技

個人 男子個人総合 前田航輝 2 関西 5位
〃 神本将 2 関西 10位
〃 川渕陸 2 関西 16位
〃 鈴木涼功 1 関西 30位
〃 山本威吹 2 関西 31位
〃 加藤大貴 2 関西 34位
〃 後藤大輝 2 関西 38位
種目別　あん馬 前田航輝 2 関西 6位
種目別　跳馬 川渕陸 2 関西 2位
〃 前田航輝 2 関西 6位
種目別　平行棒 神本将 2 関西 2位
〃 前田航輝 2 関西 4位
種目別　鉄棒 川渕陸 2 関西 3位
〃 神本将 2 関西 8位
女子個人総合 吉田李奈 1 山陽女子 47位

新体操

個人 男子 小川恭平 2 井原

個人総合１１位
スティック９位
リング１４位
ロープ１１位
クラブ１１位

女子 水野智菜美 1 岡山南

個人総合１６位
フープ１１位
クラブ１４位
ボール１７位
リボン１７位

藤川美空 2 岡山南

個人総合１９位
フープ１３位
クラブ２１位
ボール１８位
リボン１９位

4 バスケットボール 団体 男子 玉野光南 １回戦敗退
女子 就実 ２回戦敗退

5 バレーボール 団体 男子 岡山東商業 １回戦敗退
女子 就実 ２回戦敗退

6 卓球 男　　　子 関西 ５位

男　　　子 倉敷工業 予選リーグ敗退
女　　　子 山陽女子 ５位
女　　　子 就実 予選リーグ敗退

個人 男子　シングルス（２部） 糸島　裕樹 1 岡山芳泉 決勝トーナメント１回戦
女子　シングルス（２部） 松永　美咲 1 岡山東商業 ５位

7 ハンドボール 団体 男子 総社 １回戦敗退
女子 玉野光南 １回戦敗退
男子 玉野光南 ２回戦敗退
女子 作陽 5位

高梁日新 １回戦敗退
10 バドミントン 団体 男子 水島工業 ２回戦敗退

女子 倉敷中央 ５位
個人 男子シングルス 山下　恭平 2 水島工業 ２位

山下　恭平 2
井上　健太 2

女子シングルス 香山　未帆 2 倉敷中央 ３位
青山　栞子 2
香山　未帆 2

11 ソフトボール 団体 男子 東岡山工業 ５位
女子 創志学園 ５位

12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 決勝トーナメント１回戦敗退
個人 緋田　俊輔 1 理大附属 １回戦敗退

増井　爽介 2 理大附属 ５位
小野　陽介 1 理大附属 １回戦敗退

平成２７年度全国選抜大会結果一覧
種　　  　別 出場校・選手名

団体

倉敷中央 ５位女子ダブルス

３位

8 サッカー 団体

男子ダブルス 水島工業



13 スキー 個人 アルペン男子大回転 黒田　海斗 1 津山工業 １本目途中棄権
アルペン男子大回転 高見　風満 1 津山工業 94位
アルペン女子大回転 緒形　沙耶 1 津山東 93位
アルペン女子大回転 緒形　沙耶 1 津山東 84位
アルペン男子大回転 實原　勇斗 2 津山工業 １本目途中棄権
アルペン女子大回転 緒形　沙耶 1 津山東 １本目途中棄権
クロスカントリー
男子 １０ｋｍ　クラシカル 杉村　柊哉 2 勝山蒜山校地 77位
男子 １０ｋｍ　クラシカル 進賀 涼平 2 勝山蒜山校地 119位
男子 １０ｋｍ　クラシカル 立田 康樹 2 勝山蒜山校地 122位
男子 １０ｋｍ　クラシカル 本守 冬也 2 勝山蒜山校地 140位
男子 １５ｋｍ　フリー 杉村　柊哉 2 勝山蒜山校地 52位
男子 1.5 km  スプリントﾌﾘｰ 杉村　柊哉 2 勝山蒜山校地 126位
男子 1.5 km  スプリントﾌﾘｰ 本守 冬也 2 勝山蒜山校地 129位
男子 1.5 km  スプリントﾌﾘｰ 立田 康樹 2 勝山蒜山校地 135位
男子 1.5 km  スプリントﾌﾘｰ 進賀 涼平 2 勝山蒜山校地 139位
女子 ５ｋｍ　クラシカル 小谷　貴子 1 勝山蒜山校地 70位
女子 １０ｋｍ　フリー 小谷　貴子 1 勝山蒜山校地 51位
女子 1.5 km  スプリントﾌﾘｰ 小谷　貴子 1 勝山蒜山校地 73位

14 ボクシング 個人 女子ピン級 冨永　うらら 2 岡山工業 ５位
15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理科大附属 ３位

女子 就実 ３回戦敗退
17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　５３ｋｇ級スナッチ 新山　恭平 1 水島工業 順位なし

クリーン＆ジャーク １１位
トータル 順位なし

男子　　　５３ｋｇ級スナッチ 小野　隆太 2 笠岡工業 棄権
クリーン＆ジャーク 棄権

トータル 棄権
男子　　　５３ｋｇ級スナッチ 猪原　巧朗 2 笠岡工業 ６位

クリーン＆ジャーク ８位
トータル ７位

男子　　　６９ｋｇ級スナッチ 清水　勇斗 2 水島工業 １２位
クリーン＆ジャーク ８位

トータル ８位
男子　　　６９ｋｇ級スナッチ 長谷川　昌紀 2 笠岡工業 ４位

クリーン＆ジャーク ２位
トータル ３位

男子　　７７ｋｇ級スナッチ 岡本　雅史 2 水島工業 順位なし
クリーン＆ジャーク 棄権

トータル 順位なし
男子　　８５ｋｇ級スナッチ 山下　博 2 笠岡工業 ８位

クリーン＆ジャーク ５位
トータル ６位

男子　　９４ｋｇ級スナッチ 長瀨　郁朗 2 水島工業 ７位
クリーン＆ジャーク １２位

トータル １２位
男子　　１０５ｋｇ級スナッチ 大島　大晟 2 笠岡工業 ５位

クリーン＆ジャーク ８位
トータル ８位

女子　　　４８ｋｇ級スナッチ 眞鍋　香野華 2 笠岡工業 ８位
クリーン＆ジャーク ８位

トータル ８位
女子　　　６３ｋｇ級スナッチ 黒住　彩夏 1 笠岡工業 ９位

クリーン＆ジャーク １０位
トータル ９位

女子　　　６９ｋｇ級スナッチ 大景　愛 2 笠岡工業 ９位
クリーン＆ジャーク １０位

トータル １０位
女子　　　７５ｋｇ級スナッチ 横山　絢 1 水島工業 ５位

クリーン＆ジャーク ７位
トータル ７位



19 柔道 団体 男子 作陽 ５位
女子 創志学園 ２回戦敗退

個人 男子　　－６０ｋｇ級 太田　風和 1 作陽 ２回戦敗退
男子　　－６６ｋｇ級 岩井　涼真 1 関西 ２回戦敗退
男子　　－７３ｋｇ級 田村　幸之佑 1 作陽 ２回戦敗退
男子　　－８１ｋｇ級 岩崎　佑能 2 関西 ２回戦敗退
男子　　　無差別級 星野　太駆 2 作陽 ５位
女子　　－４８ｋｇ級 田中　そら 1 創志学園 ３回戦敗退
女子　　－５２ｋｇ級 平田　樹 1 創志学園 棄権
女子　　－５７ｋｇ級 窪地　麻衣 2 おかやま山陽 ３回戦敗退
女子　　－６３ｋｇ級 三浦　裕香理 2 創志学園 １位
女子　　　無差別級 小林　静香 1 創志学園 ２回戦敗退

20 剣道 団体 男子 津山工業 予選敗退
女子 興譲館 決勝トーナメント１回戦

21 弓道 団体 男子 興陽 決勝トーナメント１回戦
女子 岡山工業 決勝トーナメント１回戦

個人 男子 谷　　　健　次 2 瀬戸 予選敗退
北　谷　拓　磨 2 岡山工業 予選通過

女子 三　宅　美　穂 2 興陽 予選敗退
南　條　遥 2 興陽 準決勝敗退

23 テニス 団体 男子 岡山理科大附属 ３回戦敗退
岡山学芸館 １回戦敗退

女子 岡山学芸館 ３回戦敗退
個人 男子シングルス 岡垣光祐 2 理大附属 ３回戦敗退

男子シングルス 角野大地 2 岡山学芸館 １回戦敗退
女子シングルス 平田　歩 1 岡山学芸館 ３回戦敗退

24 レスリング 団体 男子 高松農業 ２回戦敗退
おかやま山陽 ３回戦敗退

個人 男子　　　５０ｋｇ級 小宮　涼雅 2 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　５０ｋｇ級 古家野　　　蓮 1 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 大野　太誠 2 笠岡工業 １回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 西谷　海音 2 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 中川　稜河 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 勝浦　胤芙熙 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 北條　良真 2 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 木村　祐介 1 倉敷 ３回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 鳥越　瑞貴 2 倉敷 ２回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 寺田　拓斗 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　１２０ｋｇ級 寶諸　将人 2 おかやま山陽 ５位
男子　　　１２０ｋｇ級 池田　泰基 2 笠岡工業 ３回戦敗退

25 ボート 団体 男子舵手付クォドルプル 関西 9位
男子ダブルスカル 岡山東商業 ２２位
女子舵手付クォドルプル 岡山東商業 ２４位

個人 男子シングルスカル 佐藤　航 1 関西 １９位

26 自転車競技 個人
３ｋｍインディヴィデュアル
パーシュート

矢部　駿人 2 岡山工業 12位

ケイリン 昼田　達哉 2 岡山工業 11位
ポイントレース 夛田　裕樹 2 岡山工業 予選敗退
スクラッチ 渡部　祐太 2 岡山工業 予選敗退
１ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 合地　登汰 2 岡山工業 28位
１ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 野間　裕史 2 水島工業 19位
３ｋｍインディヴィデュアル
パーシュート

野崎　天我 2 水島工業 27位

スクラッチ 谷藤　昭 2 水島工業 10位
ロード・レース 矢部　駿人 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 夛田　裕樹 2 岡山工業 途中棄権



ロード・レース 渡部　祐太 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 谷藤　昭 2 水島工業 途中棄権
女子2ｋｍインディヴィデュ
アルパーシュート

根岸　恵美 2 興陽 5位　

女子スクラッチ 根岸　恵美 2 興陽 決勝レース途中棄権
女子500ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 吉原　朱美 2 興陽 9位
女子ケイリン 吉原　朱美 2 興陽 5位　
女子スクラッチ 古川　彩華 1 興陽 予選敗退
女子ケイリン 古川　彩華 1 興陽 予選敗退
女子ロード・レース 根岸　恵美 2 興陽 棄権
女子ロード・レース 吉原　朱美 2 興陽 11位
女子ロード・レース 古川　彩華 1 興陽 37位

28 フェンシング 団体 男子 岡山大安寺中等教育学校 予選プール敗退
女子 岡山大安寺中等教育学校 予選プール敗退

29 空手道 団体 男子形 おかやま山陽 ３回戦敗退
男子組手 おかやま山陽 ２回戦敗退
女子形 おかやま山陽 ３位
女子組手 おかやま山陽 １回戦敗退

個人 男子形 中田　士蕗 2 おかやま山陽 １回戦敗退
岡本 健太 1 おかやま山陽 １回戦敗退

男子組手 岡田　崚汰 2 岡山朝日 ２回戦敗退
石井　雄大 2 おかやま山陽 ２回戦敗退

女子形 中野　るか 1 おかやま山陽 ３回戦敗退
女子組手 中野　るか 1 おかやま山陽 １回戦敗退

30 なぎなた 団体 女子 勝間田 １回戦敗退
興陽 １回戦敗退

個人 女子 安藤　瑠音 1 美作 ３回戦敗退
下山　祐佳 2 勝間田 ３回戦敗退
酒井　美紀 2 勝間田 ４回戦敗退

31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　 岡山工業 予選敗退
個人 山中　康平 1 岡山工業

鉦谷　龍平 1 岡山工業
鶴崎　翔大 1 総社
矢吹　公希 1 総社
植松　弘貴 2 関西
小澤　裕大 2 関西
久保　修熙 2 岡山工業
柿山　惇 2 岡山工業

男子規定単独演武 在間　拓斗 1 岡山工業 予選敗退
男子規定単独演武 松岡　　要 2 岡山工業 ８位
男子自由単独演武 友田　直陽 1 金光学園 予選敗退
男子自由単独演武 田口　翔海 1 倉敷翠松 予選敗退

竹野　真由美 1 岡山工業
竹原　美佑 1 岡山工業

女子規定単独演武 久世　佳奈 1 岡山工業 予選敗退
女子自由単独演武 瀬川　　凜 1 総社 １６位
女子自由単独演武 井川　友紀菜 2 岡山工業 予選敗退

混合 岡山 ５位
個人 男子 中西　絢哉 1 理大附属 ３回戦敗退

西村　紀之 2 備前緑陽 １回戦敗退
女子 大饗　夕起 2 備前緑陽 １回戦敗退

岡本　須実令 2 備前緑陽 １回戦敗退

予選敗退

予選敗退

33 アーチェリー

予選敗退

予選敗退

男子自由組演武

男子規定組演武

女子規定組演武 予選敗退

男子規定組演武

男子自由組演武



34 ボウリング 団体 男子 倉敷工業 18位
勝間田 3位
明誠学院 16位

個人 柴田　竜吾 1 倉敷工業 67位
柴田　竜吾 1 倉敷工業 総合６７位
武藤　　基 1 倉敷工業 68位
武藤　　基 1 倉敷工業 総合６８位
笹原　有貴 2 林野 9位
笹原　有貴 2 林野 総合７位
石部　宏汰 2 勝間田 13位
石部　宏汰 2 勝間田 総合１１位
石部　佑汰 2 勝間田 21位
石部　佑汰 2 勝間田 総合２１位
髙見元太郎 2 明誠学院 49位
髙見元太郎 2 明誠学院 総合４９位
谷口　柊平 2 明誠学院 62位
谷口　柊平 2 明誠学院 総合６２位
佐々木翔吾 1 岡山商大附属 41位
佐々木翔吾 1 岡山商大附属 総合４１位

選手権者決定戦 笹原　有貴 2 林野 8位
石部　宏汰 2 勝間田 13位

女子 大林　令奈 1 岡山商大附属 6位
大林　令奈 1 岡山商大附属 総合２位

選手権者決定戦 大林　令奈 1 岡山商大附属 1位
37 ライフル射撃 個人 エアライフル立射60発 和田　光輔 2 倉敷翠松 9位

ビームライフル立射60発 松下　友貴 2 倉敷翠松 13位
ビームライフル立射60発 森脇　大貴 2 高梁城南 14位
ビームライフル立射40発 池田　彩乃 1 倉敷翠松 20位

38 ゴルフ 個人 男子 生源寺　龍憲 2 作陽 11位
高橋　海理 1 作陽 75位 予選落ち
藤山　大耀 2 作陽 83位 予選落ち

女子 澁野　日向子 2 作陽 11位
須江　唯加 1 作陽 29位

男子


