
陸上競技 男子 3000mSC ﾌｨﾚﾓﾝ　ｷﾌﾟﾗｶﾞｯﾄ② 倉敷

陸上競技 女子 １５００ｍ ｱｸﾞﾈｽ　ﾑｶﾘ① 倉敷

陸上競技 女子 3000m ｱｸﾞﾈｽ　ﾑｶﾘ① 倉敷

体操 男子 個人　跳馬 森川　顕範② 関西

新体操 男子 団体
小寺　理久③・有田　海音②・西江　祥平②
原田　知輝②・中新　輝①・舩橋　浩平①

井原

ソフトテニス 女子 ダブルス 長谷川　憂華②　立花　さくら② 山陽女子

ウエイトリフティング 男子 69ｋｇ級　スナッチ 氏家　惇志③ 東岡山工業

陸上競技 男子 ５０００ｍ ﾊﾘｿﾝ　ガトト① 倉敷

陸上競技 男子 八種競技 山下　朋紀③ 金光学園

陸上競技 女子 １５００ｍ 金光　由樹③ 岡山操山

陸上競技 女子 七種競技 竜門　千佳③ 倉敷中央

体操 男子 団体
松本　悠佑③・岩川　秀磨②・土井　陵輔②・
森川　顕範②・柴田　浩佑②・北村　友③

関西

ソフトボール 男子 団体 共生

ソフトボール 女子 団体 創志学園

柔道 男子 個人　100㎏超級 高橋　翼② 作陽

柔道 女子 個人　６３㎏級 浦　明澄③ 創志学園

レスリング 男子 個人　125kg級 柳田　孔明③ 高松農業

陸上競技 女子 １５００ｍ ﾑﾜﾝｷﾞ　ﾚﾍﾞｯｶ② 興譲館

陸上競技 女子 ５０００ｍW 池田　莉里花③ 玉野光南

体操 男子 個人　平行棒 土井　陵輔② 関西

陸上競技 女子 3000m 金光　由樹③ 岡山操山

陸上競技 女子 5000mW 源　有留③ 倉敷翠松

体操 男子 個人　ゆか 土井　陵輔② 関西

サッカー 女子 団体 作陽

バドミントン 男子 団体
一井　亮太③・藤井　凌③・武井　優成③・
山川　翼③・佐野　未希也③・山川　碧②・
松本　康汰②

水島工業

バドミントン 女子 ダブルス 芦田　奈美希③・奥寺　彩乃③ 倉敷中央

ソフトテニス 男子 団体
中村　海斗③・米澤　宗哉③・江頭　寛晃③・
野田　空②・伊藤　大和②・池田　和樹②・
河原　直紀①・友田　速斗①

岡山理大附属

ウエイトリフティング 男子 6９㎏級トータル 氏家　惇志③ 東岡山工業

柔道 男子 団体
丸鳩　紹雲②・田中　幸郎③・加藤　韻③・
高橋　翼②・宮城　慧也③・嵐　大地②

作陽

柔道 女子 個人　48㎏級 山口　弘衣① 創志学園

レスリング 男子 団体
清水目　光生②・田路　貴夕③・藤原　輝大③・
井上　海星③・大友　琢郎③・平野　棋薪②・
松田　征哉③

おかやま山陽

なぎなた 女子 団体
山根　千慶②・青井　千莉②・田窪　絵梨佳②
岡田　奈津輝②・安藤　鈴華①・絹田　凪穂①・
大家　希美①

美作

アーチェリー 男子 個人 籠田　晃輝③ 備前緑陽

競泳 男子 個人　１００ｍ背泳ぎ 岡田　幸大③ 倉敷工業

競泳 女子 個人　１００ｍバタフライ 荒川　葵③ 就実

陸上競技 男子 トラックの部 倉敷

カヌー 男子 K-1 山谷　隆一③ 岡山御津

フェンシング 女子 個人　サーブル 祇園　彩寧③ 西大寺

陸上競技 女子 トラックの部 倉敷

新体操 男子 個人　クラブ 小寺　理久③ 井原

ウエイトリフティング 男子 69ｋｇ級　クリーン＆ジャーク氏家　惇志③ 東岡山工業

ウエイトリフティング 男子 105ｋｇ級　スナッチ 廣井　治斗③ 笠岡工業

ウエイトリフティング 男子 105ｋｇ級　トータル 廣井　治斗③ 笠岡工業

カヌー 男子 K-4
加藤　修翔③・森本　辰弥③・山谷　隆一③・
山谷　拓磨①

岡山御津

陸上競技 男子 やり投 土屋　健太郎② 金光学園

体操 男子 個人　総合 土井　陵輔② 関西

体操 男子 個人　鉄棒 土井　陵輔② 関西

ウエイトリフティング 男子 105ｋｇ級　クリーン＆ジャーク廣井　治斗③ 笠岡工業

合計 48
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平成３０年度その他の全国大会（８位以内）

順位 競　技 氏　　名 学　校　名 計

ボウリング 男子 個人 新舎　拓己② 岡山理科大学附属

ボウリング 男子 １２Gトータル 新舎　拓己② 岡山理科大学附属

ボウリング 女子 団体 吉元　舞依子③・田中　玲美③ 林野・岡山龍谷

ゴルフ 男子 個人 久常　涼① 岡山県作陽

レスリング 男子 グレコローマン５５ｋｇ級 塚岡　達也② 高松農業

レスリング 男子 グレコローマン６０ｋｇ級 藤原　輝大③ おかやま山陽

レスリング 男子 グレコローマン１２５ｋｇ級 柳田　孔明③ 高松農業

ライフル射撃 男子 個人ビームライフル立射 藤目　颯② 倉敷翠松

ライフル射撃 男子 学校対抗 江藤　歩③・藤目　颯③・谷田　陸③ 倉敷翠松

ボウリング 女子 個人 村上　愛実① 岡山理科大学附属

ボウリング 女子 １２Gトータル 吉元　舞依子③ 林野

ボウリング 女子 女子選手権者決定戦 吉元　舞依子③ 林野

レスリング 男子 グレコローマン６５ｋｇ級 井上　海星③ 高松農業

ボウリング 女子 １２Gトータル 村上　愛実① 岡山理科大学附属

女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 ６９㎏級 スナッチ 德竹　優夏② 倉敷商業

女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 ６９㎏級 トータル 德竹　優夏② 倉敷商業

女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 ５８㎏級 スナッチ 澤田　茉弥③ 倉敷工業

女子ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 ６９㎏級 クリーン＆ジャーク 德竹　優夏② 倉敷商業

合計 18
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