
　　種　　　目　　　　　種　　　別 結果 備考
2 体操 体操競技

個人 男子　　　　　　　　　　個人総合 沖口　　   誠 2 関西 　６位
個人総合 磯田　　洋典 2 関西 １１位
個人総合 酒井　　孝太 1 関西 ２３位
個人総合 白川　　幸司 2 関西 ２５位
個人総合 小山　　洋平 2 関西 ３１位

床運動 沖口　　   誠 2 関西 　１位
床運動 白川　　幸司 2 関西 　９位
床運動 酒井　　孝太 1 関西 １８位
床運動 小山　　洋平 2 関西 １９位
床運動 磯田　　洋典 2 関西 ３１位
あん馬 磯田　　洋典 2 関西 １９位
あん馬 沖口　　   誠 2 関西 ２１位
あん馬 酒井　　孝太 1 関西 ３０位
あん馬 小山　　洋平 2 関西 ３６位
あん馬 白川　　幸司 2 関西 ３９位
つり輪 沖口　　   誠 2 関西 　４位
つり輪 磯田　　洋典 2 関西 　５位
つり輪 小山　　洋平 2 関西 ２０位
つり輪 白川　　幸司 2 関西 ２３位
つり輪 酒井　　孝太 1 関西 ３１位

跳馬 沖口　　   誠 2 関西 　１位
跳馬 酒井　　孝太 1 関西 １０位
跳馬 白川　　幸司 2 関西 １３位
跳馬 磯田　　洋典 2 関西 ２５位
跳馬 小山　　洋平 2 関西 ３２位

平行棒 磯田　　洋典 2 関西 　４位
平行棒 小山　　洋平 2 関西 　８位
平行棒 沖口　　   誠 2 関西 １３位
平行棒 酒井　　孝太 1 関西 ２４位
平行棒 白川　　幸司 2 関西 ２９位

鉄棒 磯田　　洋典 2 関西 　８位
鉄棒 酒井　　孝太 1 関西 ２０位
鉄棒 沖口　　   誠 2 関西 ２４位
鉄棒 白川　　幸司 2 関西 ２７位
鉄棒 小山　　洋平 2 関西 ４１位

女子　　　　　　　　　　個人総合 椎原 夕加里 2 山陽女子 １７位
個人総合 藤井　　万弓 1 山陽女子 ２９位

跳馬 藤井　　万弓 1 山陽女子 　８位
跳馬 椎原 夕加里 2 山陽女子 ２３位

段違い平行棒 椎原 夕加里 2 山陽女子 ２３位
段違い平行棒 藤井　　万弓 1 山陽女子 ３１位

平均台 椎原 夕加里 2 山陽女子 １４位
平均台 藤井　　万弓 1 山陽女子 ３４位
床運動 藤井　　万弓 1 山陽女子 １７位
床運動 椎原 夕加里 2 山陽女子 ２０位

新体操
個人 男子　　　　　　　　　　個人総合 木村　　晶一 2 精研   ６位

縄 木村　　晶一 2 精研   ３位
こん棒 木村　　晶一 2 精研   ４位

棒 木村　　晶一 2 精研   ８位
輪 木村　　晶一 2 精研 １１位

女子 なし
4 バスケットボール団体 男子 倉敷青陵 ２回戦

女子 倉敷翠松 ２回戦
5 バレーボール 団体 男子 金光学園 １回戦

女子 岡山東商 １回戦
6 卓球 団体 男子 関西 決勝トーナメント１回戦

玉野光南 予選リーグ
女子 就実 予選リーグ

玉野光南 予選リーグ
個人 男子　　　シングルス（２部） 榊原　　　 淳 2 明誠学院 予選リーグ

女子　　　シングルス（２部） 高山　　　 恵 1 山陽女子 予選リーグ
7 ハンドボール 団体 男子 東岡山工業 ２回戦

女子 総社南 ２回戦
8 サッカー 団体 男子 水島工業 １回戦
9 ラグビー 団体 男子 なし
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　　種　　　目　　　　　種　　　別 結果 備考
10 バドミントン 団体 男子 なし

女子 笠岡商業 １回戦
個人 男子     　　           　ダブルス 松本　　純弥 2 水島工 １回戦

堀　 　　眞人 組 2 水島工
シングル なし

女子     　　           　ダブルス 浅原　 さゆり 2 笠岡商 準々決勝 ベスト８
黒田　　香織 組 2 笠岡商

　　　　　シングルス 浅原   さゆり 2 笠岡商 ２回戦
11 ソフトボール 団体 男子 新見 ２回戦

女子 津山商業 ２回戦
12 相撲 団体 男子 勝山 予選リーグ

個人 男子 赤澤　　徳彦　 2 岡山理大附属 決勝トーナメント１回戦
吉原　　佑樹　 2 勝山 予選リーグ
細川　　正芳 2 勝山 予選リーグ
丸山    　 翔 2 勝山 予選リーグ
湯浅　　邦生 2 勝山 予選リーグ

13 スキー 個人 男子    　　スペシャルシャンプ 山本　　虎司 2 蒜山 　６６位
　　　　　     　　　Ｎコンバインド山本　　虎司 2 蒜山 　４５位
女子    ジャイアントスラローム 小椋　　　 愛 1 津山工業 １０６位

　　　　　　　　　　スラローム 小椋　　　 愛 1 津山工業 ＤＮＦ

14 ボクシング 個人 男子                ライトフライ級 松本　　章宏 2 岡山工 １回戦
バンダム級 清水　　　 聡 2 関西 準々決勝 ベスト８

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理大附属 １位
女子 就実 ２回戦

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 　２位 トータル１８５．０ｋｇ
スナッチ　８２．５ｋｇ
ジャーク１０２．５ｋｇ

松田　　正隆 2 笠岡工 　５位 トータル１７２．５ｋｇ
スナッチ　７７．５ｋｇ
ジャーク　９５．０ｋｇ

銅山　　善行 2 倉敷商 　９位 トータル１７０．０ｋｇ
スナッチ　７５．０ｋｇ
ジャーク　９５．０ｋｇ

６２ｋｇ級 森本　　雅人 2 倉敷商 １０位 トータル１８０．０ｋｇ
スナッチ　８５．０ｋｇ
ジャーク　９５．０ｋｇ

女子     　　　　　　　　４８ｋｇ級 角田　　祥子 2 倉敷商 　２位 トータル１３２．５ｋｇ
スナッチ　６０．０ｋｇ
ジャーク　７２．５ｋｇ

田中　　優衣 2 倉敷商 　６位 トータル１１０．０ｋｇ
スナッチ　４７．５ｋｇ
ジャーク　６２．５ｋｇ

５３ｋｇ級 山岡　　美保 2 倉敷商 記録なし
６３ｋｇ級 寺尾　　伊代 2 倉敷商 　３位 トータル１３５．０ｋｇ

スナッチ　５７．５ｋｇ
ジャーク　７７．５ｋｇ

19 柔道 団体 男子 岡山東商 １回戦
個人男子    　　　　　　　　　　無差別 松平　　憲彦　 2 玉野商 ２回戦

女子   　　　　　　　　   ４８ｋｇ級 川端　　秀美 2 岡山東商 ２回戦
５２ｋｇ級 宮本　　瑞穂 2 岡山東商 １回戦不戦負
５７ｋｇ級 石井 久美子 2 玉野商 準々決勝 ベスト８
６３ｋｇ級 橋本　　由紀 2 岡山東商 ２回戦
７０ｋｇ級 藤原　　公美 2 岡山東商 準々決勝 ベスト８
７８ｋｇ級 岩永　　未希 1 おかやま山陽 ２回戦

７８ｋｇ超級 相原　　千郷 2 岡山理大附属 準決勝 ベスト４
20 剣道 団体 男子 倉敷 予選リーグ

女子 西大寺 予選リーグ
21 弓道 団体 男子 岡山朝日 予選

女子 岡山朝日 予選
個人 男子 西村　　太伸 2 岡山工 予選

女子 近藤　　絵里 2 興陽 予選
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　　種　　　目　　　　　種　　　別 結果 備考
23 テニス 団体 男子 関西 １回戦

岡山理大附属 準々決勝 ベスト８
女子 山陽女子 ３回戦

岡山朝日 ２回戦
24 レスリング 団体 男子 倉敷 ２回戦

笠岡工 ２回戦
個人男子           　　　　　　５０ｋｇ級 津村　　尚幸 1 倉敷 ３回戦

立間　　俊宏 1 笠岡商 ２回戦
５４ｋｇ級 岡本　　真史 1 倉敷 ３回戦
５８ｋｇ級 久野　　　 洋 2 岡山一宮 １回戦
６３ｋｇ級 武田　　幸登 2 倉敷 ２回戦
６９ｋｇ級 伏見　　貴弘 2 倉敷 ２回戦
７６ｋｇ級 西田　　章吾 2 笠岡工 １回戦
８５ｋｇ級 長尾　　良一 2 高松農 ２回戦

奥野　　信介 2 高松農 ２回戦
１３０ｋｇ級 矢部　　隆幸 2 笠岡工 ２回戦

25 ボート 団体 男子     舵手つきクォドルプル 関西 ６位
　　　　　　　　ダブルスカル 関西 準決勝

女子     　　　 　 ダブルスカル 岡山東商 予選
個人 男子  　　　　　シングルスカル 宗政　　　享 2 関西 準決勝

26 自転車競技
個人 ケイリン 佐藤　　武士 2 岡山工 準決勝

ケイリン 森　　　 佑樹 2 水島工 準決勝
ポイントレース 田中　　孝一 2 岡山工 予選
エリミネイション・レース 栗田　　　 徹 2 岡山工 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 予選 ３’５４”８６６
１ｋｍタイムトライアル 大森 健太郎 2 水島工 ２３位 １’１５”１５２

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 １２位
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 田中　　孝一 2 岡山工 ２３位
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 大森 健太郎 2 水島工 途中棄権
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 森　　　 佑樹 2 水島工 途中棄権

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 ３回戦
男子   　 　 　　　　　　　　　　形 おかやま山陽 ３位
女子   　 　 　　　　　　　　　　形 おかやま山陽 ６位

個人 男子   　   　　　　　　　　　組手 加藤　　知拓 2 おかやま山陽 １回戦
赤野　　弘明 2 岡山朝日 １回戦

　　　　　　　 　　　　　　形 土屋　　周太　 1 おかやま山陽 ８位
女子   　   　　　　　　　　　組手 福田　　恵華 2 おかやま山陽 ２回戦

中岡　　由佳 2 おかやま山陽 準々決勝 ベスト８
女子   　    　　　　　　　　　　形 青木　　麻弥　 2 おかやま山陽 ５位

福田　　恵華 2 おかやま山陽 予選
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
個人 男子   　  　　　　　組演武の部 馳間　　隆二 2 関西 ２位

飯塚　　大輔　組 2 関西
赤瀬　　雄介 2 関西 予選
高津　　俊将　組 2 関西
瀬崎　　博之 1 関西 欠場
難波　　祐輔　組 1 関西
森　　　 健司 2 作陽 予選
松岡　　賢司　組 2 津山工

女子   　  　　　　　組演武の部 大本　　奈々 1 金光学園 予選
岡田 奈津子　組 1 金光学園
綱島 有美子 1 金光学園 予選
小田 真里江　組 1 金光学園
田中　　　 妙 2 津山東 予選
山形　　真未　組 1 津山工

男子   　 　　　　単独演武の部 山本　　泰弘 2 関西 １位
小川　　将義 2 関西 ７位
谷川　　将隆 2 津山工 予選

女子   　 　　　　単独演武の部 藤田　　優歩 1 金光学園 予選
　　　　　　　 　　　　　　形 延広　　有由 1 金光学園 予選

男女混合   　　　　組演武の部 池内　　大祐 2 金光学園 予選
内田　　晶子　組 1 金光学園

33 アーチェリー 個人 男子 日下　　貴臣 2 岡山理大附属 ５９位 １０８５点
女子　 菊政　　麻衣 2 備前東 ５０位 １０７０点

トラック競技

ロード競技

出場校・選手名


