
陸上競技 女子 １５００ｍ ｼﾞｬﾈｯﾄ ﾆｰｳﾞｧ② 倉敷

陸上競技 女子 ３０００ｍ ﾜﾝｸﾞｲ ｴｽﾀｰ③ 興譲館

陸上競技 女子 砲丸投 奥山　琴未② 岡山商大附属

新体操 男子 団体
小寺　真輝③・猪原　輝翔③・猪原　颯良③
吉水　誠志郎③・堀　博太②・井上　正也①

井原

柔道 女子 団体
石岡　来望③・荒川　清楓②・椋木　美希③
山下　瑠璃①

創志学園

柔道 女子 ６３㎏級 荒川　清楓② 創志学園

柔道 女子 ７０㎏級 石岡　来望③ 創志学園

テニス 女子 団体
吉本　菜月③・中島　玲亜③・同前　華伶来③
原田　遥②・渡邊　多笑②

岡山学芸館

ボート 男子 ダブルスカル 市川　隼伍③・高橋　愛生③ 関西

自転車 男子 スクラッチ 山内　大生③ 興陽

陸上競技 男子 ３０００ｍＳＣ 黒田　朝日③ 玉野光南

陸上競技 女子 ハンマー投 有汲　颯妃③ 玉野光南

陸上競技 女子 フィールドの部 玉野光南

バレーボール 女子 団体 就実

ソフトボール 男子 団体 新見

弓道 男子 個人 森岡　優介③ 津山商業

陸上競技 男子 ５０００ｍ ｲﾏﾇｴﾙ ｷﾌﾟﾁﾙﾁﾙ② 倉敷

陸上競技 女子 やり投 齋藤　乃彩③ 玉野光南

卓球 女子 団体
丸川　真輝帆③・枝廣　愛③・橘高　由茉知②・
本田　志穂②・𠮷井　亜紀②・岸本　芽美①
世古　茉由加①

就実

卓球 女子 シングルス 枝廣　愛③ 就実

卓球 女子 ダブルス 枝廣　愛③・𠮷井　亜紀② 就実

サッカー 女子 団体 岡山県作陽

バドミントン 女子 団体
竹原　遼③・中原　鈴③・森　天瞳③
江見　日和菜②・尾﨑　羽音②・志知　夕里菜②
田中　夢理②・吉川　天乃②

倉敷中央

ソフトテニス 男子 団体
足利　颯太①・井上　大暉③・奥田　叶汰②
合屋　颯人②・進戸　航平②・小泉　瑠唯①
荒引　優幸①・島谷　楽空①

理大附属

ウエイトリフティング 男子 102ｋｇ級　クリーン＆ジャーク 田村　俊③ 笠岡工業

ウエイトリフティング 男子 102ｋｇ級　トータル 田村　俊③ 笠岡工業

剣道 男子 団体
金子　礼③・経廣　琢翔③・德永　渚③
植月　優斗③・赤星　陽生②・奥田　凱斗②
前川　陽向②

玉島

テニス 男子 団体
髙　悠亜③・岩本　晋之介③・吉原　幹人③
遊川　大和①・吉田　壮汰②

関西

テニス 女子 個人 吉本　菜月③ 岡山学芸館

ウエイトリフティング 男子 102ｋｇ級　スナッチ 田村　俊③ 笠岡工業

登山 男子 団体
黒住　真太郎③・藤原　琉羽③・濱田　圭吾②
須郷田　寛介②

岡山工業

登山 女子 団体
坪井　日向子③・小原　望愛②・岡崎　心花②
池上　佳音②

就実

ボート 男子 シングルスカル 吉田　智貴③ 関西

陸上競技 女子 円盤投 廣井　楓③ 就実

陸上競技 女子 フィールドの部 岡山商大附属

サッカー 男子 団体 岡山学芸館

バドミントン 女子 シングルス 吉川　天乃② 倉敷中央

バドミントン 女子 ダブルス 中原　鈴③・吉川　天乃② 倉敷中央

ソフトボール 女子 団体 創志学園

ソフトテニス 女子 団体
林　李々花②・守田　帆希②・中野　莉子②
畑中　望来②・西村　紀咲①・岸本　みゆ③
山下　紗羅③・西村　優杏③

就実

ウエイトリフティング 女子 49ｋｇ級　スナッチ 山村　麗華③ 倉敷商業

ウエイトリフティング 女子 49ｋｇ級　クリーン＆ジャーク 山村　麗華③ 倉敷商業

ウエイトリフティング 女子 49ｋｇ級　トータル 山村　麗華③ 倉敷商業

柔道 男子 個人　６６ｋｇ級 厨子　由陸③ 岡山県作陽

柔道 女子 個人　78ｋｇ超級 椋木　美希③ 創志学園

テニス 男子 シングルス 髙　　 悠亜③ 関西

テニス 女子 シングルス 中島　玲亜③ 岡山学芸館

空手 女子 団体組手
横関　恵③・三村　天音③・崎原　あかり③
岡本　小粋③・藤澤　雪乃③・木村　珠羽②
井上　愛咲①

おかやま山陽

陸上競技 男子 三段跳 河田　桐也③ 玉野光南

ヨット 女子 420級 榎　 莉冴③・八百原　彩花③ 倉敷鷲羽

競泳 男子 １００ｍ背泳ぎ 仮屋　陽貴② 関西

飛び込み 男子 板飛び込み 伴　俊広③ 関西

空手 女子 学校対抗 おかやま山陽

少林寺拳法 男子 団体演武
平松　瑞起③・面田　俊輔②・前田　忠秀②
大森　孔双②・荒木　皓翔②・平島　秀将②

関西

体操 男子 団体
平林　　陸③・池田　翔瑛③・脇原　和志①・
中村　隆太郎①・吉田　佑汰③・吉田　充希①

関西

ウエイトリフティング 女子 71ｋｇ級　クリーン＆ジャーク 中岡　佑香③ 倉敷商業

ヨット 女子 コンバインド
榎　 莉冴③・八百原　彩花③・多田　未来②
服部　鈴菜②・髙月心菜①

倉敷鷲羽

合計 57
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令和３年度全国高等学校総合体育大会（８位以内）　　　　
順位 競　技 種　目 氏　　名

1

10

学　校　名 計



順位 競　技 氏　　名 学　校　名 計

ボウリング 女子 団体 新舎　菜々美②・村上　夢実② 理大附属・邑久 1

ゴルフ 女子 個人 森　愉生② 理大附属 1

3 レスリング 男子 グレコローマン８０kg級 浅野　心② 高松農業 1

ボウリング 女子 個人総合（１２Gトータル） 村上　夢実② 邑久 1

ゴルフ 男子 個人 大嶋　港① 関西 1

ライフル射撃 女子 団体 鵜川　奏莉③・小野　菜緒美③・近藤　圭③ 倉敷翠松 1

6 ボウリング 女子 個人戦（６G） 村上　夢実② 邑久 1

7 ボウリング 女子 個人総合（１２Gトータル） 三原　唯③ 岡山後楽館 1

8 ボウリング 女子 団体 三原　唯③・吉田　凛① 岡山後楽館・山陽学園 1

合計
9

順位 競　技 氏　　名 学　校　名 計

陸上競技 女子 走高跳 三宅　彩花② 玉野備南 1

卓球 男子 団体 斎藤　義弘③・工藤　聖斗③・河本　晃星③ 烏城 1

バドミントン 女子 シングル 田中　遥奈① 烏城 1

ソフトテニス 男子 団体
大石　陽太③・細川　竜也②森長　遥②
志岐　佳泰②・有高　悠③・大石　陽斗②
綛谷　洸太③

烏城
1

卓球 女子 団体 井上　あゆみ④・井上　昌美②・西内　那積① 井原市立 1

卓球 女子 個人 井上　昌美② 井原市立 1

4 陸上競技 女子 円盤投 大山　未由季③ 玉野備南 1

陸上競技 男子 ４００mH 寺岡　亮③ 井原市立 1

陸上競技 女子 フィールドの部 岡山県 1

バドミントン 男子 団体

信谷　龍河③（井原市立）・田中　蒼士③（倉敷市
工）　
小銭　藍斗②（精華学園）・矢吹　翔真③（松山）　
野坂　将弘④（精思）

岡山県

1

ソフトテニス 男子 個人 大石　陽太③・細川　竜也② 烏城 1

軟式野球 男子 団体 岡山操山 1

剣道 女子 個人 石橋　由惟④ 片上 1

合計
13

2

5

3

種　目

2

令和３年度全国定時制通信制体育大会（８位以内）

5

令和３年度その他の全国大会（８位以内）

種　目


