
　　種　　　目 　　　　　種　　　別 結果 備考
2 体操 体操競技

個人 男子　　　　　　　　個人総合 中條　　幸輔 2 関西 　８位
酒井　　孝太 2 関西 　９位
中島　　立貴 1 関西 １１位
水鳥　　元喜 2 関西 ２０位
内田　　裕二 2 関西 ２６位

床運動 中條　　幸輔 2 関西 ２３位
酒井　　孝太 2 関西 　８位
中島　　立貴 1 関西 　６位
水鳥　　元喜 2 関西 ２８位
内田　　裕二 2 関西 　８位

あん馬 中條　　幸輔 2 関西 ２５位
酒井　　孝太 2 関西 　９位
中島　　立貴 1 関西 　３位
水鳥　　元喜 2 関西 　８位
内田　　裕二 2 関西 ２０位

つり輪 中條　　幸輔 2 関西 　３位
酒井　　孝太 2 関西 ３４位
中島　　立貴 1 関西 ３１位
水鳥　　元喜 2 関西 １５位
内田　　裕二 2 関西 １５位

跳馬 中條　　幸輔 2 関西 １４位
酒井　　孝太 2 関西 ２０位
中島　　立貴 1 関西 　８位
水鳥　　元喜 2 関西 ２５位
内田　　裕二 2 関西 　８位

平行棒 中條　　幸輔 2 関西 １１位
酒井　　孝太 2 関西 １１位
中島　　立貴 1 関西 ３４位
水鳥　　元喜 2 関西 ３１位
内田　　裕二 2 関西 ４４位

鉄棒 中條　　幸輔 2 関西 １７位
酒井　　孝太 2 関西 　７位
中島　　立貴 1 関西 １１位
水鳥　　元喜 2 関西 ２３位
内田　　裕二 2 関西 １２位

女子　　　　　　　　個人総合 有松　　知美 2 山陽女子 　５位
竹原　友里奈 1 山陽女子 ３４位
二宮　　佳子 1 岡山理大附属 ３６位

跳馬 有松　　知美 2 山陽女子 　５位
竹原　友里奈 1 山陽女子 ４１位
二宮　　佳子 1 岡山理大附属 ３４位

段違い平行棒 有松　　知美 2 山陽女子 ２４位
竹原　友里奈 1 山陽女子 ４０位
二宮　　佳子 1 岡山理大附属 ３５位

平均台 有松　　知美 2 山陽女子 　４位
竹原　友里奈 1 山陽女子 １２位
二宮　　佳子 1 岡山理大附属 ３６位

床運動 有松　　知美 2 山陽女子 　５位
竹原　友里奈 1 山陽女子 ３０位
二宮　　佳子 1 岡山理大附属 ３４位

新体操
団体 男子 精研 棄権

女子 なし
5 バレーボール 団体 男子 岡山東商 １回戦

女子 就実 ２回戦
6 卓球 団体 男子 関西 決勝トーナメント１回戦

女子 就実 ２位
山陽女子 予選リーグ

個人 男子　　　シングルス（２部） 大野　　宏明 1 興陽 予選リーグ
女子　　　シングルス（２部） 新田　志津子　　 1 明誠学院 ５位 ベスト８

7 ハンドボール 団体 男子 岡山理大附属 ３回戦
女子 総社南 ３回戦

10 バドミントン 団体 男子 水島工業 ２回戦
女子 山陽女子 ２回戦

個人 男子 　　           　ダブルス 三宅　　達也 1 水島工業 １回戦
石井　　敏之 組 1 水島工業

シングル 佐伯　　祐行 1 水島工業 ３位 ベスト４
女子 　　           　ダブルス 三宅　　　司　　　　 1 山陽女子 １回戦

入江　　千夏 組 1 山陽女子
　　　　　シングルス なし

11 ソフトボール 団体 男子 なし
女子 倉敷中央 ２回戦

12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 決勝トーナメント１回戦
個人 男子 山口　　典泰 2 岡山理大附属 予選１回戦

山下　　将司 2 岡山理大附属 予選１回戦
崎岡　　秀憲 1 岡山理大附属 決勝トーナメント１回戦
中川　　勝一 1 岡山理大附属 予選１回戦
高嶋　　裕也 1 岡山理大附属

14 ボクシング 個人 男子            ライトフライ級 岡本　　龍太 2 岡山理大附属 １回戦
フライ級 竹中　　達朗 2 岡山理大附属 ５位 ベスト８

ウェルター級 槙本　　洋二 2 岡山工業 １回戦
15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理大附属 ３位 ベスト４

女子 就実 １位
17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　　　　　　　６２ｋｇ級 山本　　勇治 2 笠岡工業 １位 トータル　２２５，０ｋｇ

６９ｋｇ級 大島　　健弘 2 笠岡工業 ４位 トータル　２２２，５ｋｇ
７７ｋｇ級 麻生　　武資 2 笠岡工業 ４位 トータル　２３５，０ｋｇ
９４ｋｇ級 宮崎　　茂樹 2 水島工業 ８位 トータル　２１７，５ｋｇ

１０５ｋｇ級 川田　裕起雄 2 倉敷商業 ５位 トータル　２３７，５ｋｇ
１０５ｋｇ超級 門脇　　弘学 2 倉敷商業 ９位 トータル　２２５，０ｋｇ
１０５ｋｇ超級 森本　　陽介 2 東岡山工業 棄権

女子　　　　　　　　　４８ｋｇ級 正清　あゆ美 1 倉敷商業 ４位 トータル　１１７，５ｋｇ
４８ｋｇ級 古谷　亜由美 2 倉敷商業 ５位 トータル　１１２，５ｋｇ
４８ｋｇ級 加門　沙央里 1 倉敷商業 ８位 トータル　１０２，５ｋｇ
４８ｋｇ級 中村　郁久衣 2 倉敷商業 ９位 トータル　１０２，５ｋｇ
６９ｋｇ級 高田　　絵理 1 倉敷商業 ２位 トータル　１４５，０ｋｇ
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　　種　　　目 　　　　　種　　　別 結果 備考
19 柔道 団体 男子 岡山理大附属 １回戦

個人 男子　　　　　　　　　　無差別 藤原　　大樹 2 玉野商 ２回戦
女子　　　　　　　　　４８ｋｇ級 芝田　　　優 1 おかやま山陽 ５位 ベスト８

５２ｋｇ級 水島　　　愛 2 玉野光南 ２回戦
５７ｋｇ級 赤井　　　結 1 玉野光南 ２回戦
６３ｋｇ級 坪井　　千明 1 玉野光南 ３回戦
７０ｋｇ級 岩永　　未希 2 おかやま山陽 ３回戦
７８ｋｇ級 瀬戸　　浩子 2 おかやま山陽 ２回戦

７８ｋｇ超級 小笠原　　瞳 1 岡山理大附属 ５位 ベスト８
20 剣道 団体 男子 倉敷 ３位 ベスト４

女子 津山東 予選リーグ
21 弓道 団体 男子 興陽 決勝トーナメント１回戦

女子 就実 予選落選
個人 男子 近藤　　　豊 2 玉野商業 ９位

女子 込山　　友規 2 総社南 予選落選
23 テニス 団体 男子 関西 ３回戦

女子 山陽女子 ５位 ベスト８
岡山朝日 ２回戦

個人 男子　　　　　　　　シングルス 佐藤　　直也 2 関西 ３回戦
女子　　　　　　　　シングルス 山田　奈緒子 2 山陽女子 ３回戦

富田　　　麗 2 岡山朝日 １回戦
24 レスリング 団体 男子 倉敷 ２回戦

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

正保　　佳史 2 倉敷青陵 ２回戦
５５ｋｇ級 岡本　　真史 2 倉敷 ５位 ベスト８

立間　　俊宏 2 笠岡 ２回戦
６０ｋｇ級 立石　真二郎 2 笠岡工業 ２回戦
６６ｋｇ級 田邊　　万人 2 倉敷 ２回戦
７４ｋｇ級 見浦　　慎亮 2 笠岡工業 ２回戦

川角　　直哉 2 高松農業 ２回戦
８４ｋｇ級 小西　　淳伸 2 倉敷 １回戦
９６ｋｇ級 平田　裕太郎 1 笠岡工業 ２回戦

１２０ｋｇ級 渡辺　　昌之 2 美作 ２回戦
25 ボート 団体 男子  舵手つきクォドルプル 関西 １位 佐古・福田・依田・上田・難波

　　　　　　　　ダブルスカル 関西 準決勝
女子　　　　 　 ダブルスカル なし

個人 男子　　　　　シングルスカル 岸本　　　将 2 関西 ６位
女子　　　　　シングルスカル 兒山　　知世 2 岡山操山 ６位

26 自転車競技
個人 ケイリン 石坂　　永伍 2 岡山工 準決勝

ケイリン 大田　　貴之 2 水島工 準決勝
ポイントレース 松木　　　渉 1 岡山工 予選
ポイントレース 川本　　琢也 1 岡山工 予選
エリミネイション・レース 石坂　　純也 2 岡山工 ９位
エリミネイション・レース 石戸　　宏康 2 東岡山工業 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 石坂　　純也 2 岡山工 ５５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 川本　　琢也 1 岡山工 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 松木　　　渉 1 岡山工 ３１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 石戸　　宏康 2 東岡山工業 ４７位

28 フェンシング 団体 玉野光南 １次プール
西大寺 １次プール

29 空手道 団体 男子　   　　　　　　　　　組手 おかやま山陽 ５位
女子　   　　　　　　　　　組手 なし
男子　 　 　　　　　　　　　　形 おかやま山陽 ４位
女子　 　 　　　　　　　　　　形 おかやま山陽 準決勝

個人 男子　   　　　　　　　　　組手 大本　　祐也 2 おかやま山陽 ２回戦
関本　　裕介 2 おかやま山陽 ２回戦

　　　　　　　 　　　　　　形 土屋　　周太　 2 おかやま山陽 予選
坂下　　翔大 1 おかやま山陽 準決勝

女子　   　　　　　　　　　組手 高垣　志緒理 1 おかやま山陽 １回戦
女子　    　　　　　　　　　　形 吉本　　実矢 2 おかやま山陽 予選

安原　　弘美 1 岡山東商業 予選
31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　　演武の部 関西 ４位

女子　  　　　　　　演武の部 なし なし
個人 男子　  　　　　　組演武の部 瀬崎　　博之 2 関西 ８位

森　　　一弘　組 2 関西
桂　　　康裕 2 岡山理大附属 予選
若林　　輝光　組 2 岡山理大附属
三村　　祥太 2 金光学園 予選
繁田　　淳史　組 2 金光学園
宮畝　　健児 2 岡山一宮 予選
前田　　圭祐　組 2 ベル学園
佐藤　　友昭 2 おかやま山陽 予選
藤原　　貴之 2 おかやま山陽

女子　  　　　　　組演武の部 大本　　奈々 2 金光学園 予選
岡田 奈津子　組 2 金光学園
黒田　　早耶 2 金光学園 予選
川崎　　裕未　組 2 金光学園
横畑　真奈美 2 玉島商業 予選
森井　　妙子　組 1 精思

男子　 　　　　単独演武の部 池田　　将大 1 関西 予選
平松　　直樹 1 関西 予選
原田　　貴史 2 笠岡工業 予選
谷川　　将隆 2 津山工業 予選

女子　 　　　　単独演武の部 延広　　有由 2 金光学園 予選
西川　未希子 1 弓削 予選

33 アーチェリー 個人 男子 岡本　　章利 2 備前東 ７８位 １０１９点
女子　 松原　　あみ 2 備前東 ４５位 １１３４点
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