
平成26年6月11日
Ｎｏ 種 目
2 体 操

男子
女子
男子総合 米倉　英信 2 関西 堀内　柊澄　 2 関西 立石　卓也 3 関西
女子総合 河本　まどか 3 就実 植田　舞由 3 山陽女子 小橋　史佳 2 就実
男子　　ゆか　　 浅川　太郎 2 関西 中原　侑大 3 関西 山本　威吹 1 関西
　　　　　あん馬 前田　航輝 1 関西 米倉　秀信 2 関西 堀内　柊澄　 2 関西
　　　　　つり輪 堀内　柊澄　 2 関西 柚木　健大朗 2 関西 山本　威吹 1 関西
　　　　　跳馬 米倉　秀信 2 関西 白鳥　善人 3 関西 﨑濱　一朗 3 関西
　　　　　平行棒 柚木　健大朗 2 関西 堀内　柊澄　 2 関西 平良　匠 3 関西
　　　　　鉄棒 堀内　柊澄　 2 関西 立石　卓也 3 関西 米倉　英信 2 関西
女子　　跳馬 杉江　美夏 1 山陽女子 重高　　愛莉 3 山陽女子 河本　　まどか 3 就実
　　　　　段違い平行棒 植田　　舞由 3 山陽女子 河本　　まどか 3 就実 小橋　史佳 2 就実
　　　　　平均台 植田　　舞由 3 山陽女子 小橋　史佳 2 就実 河本　　まどか 3 就実
　　　　　ゆか 重高　　愛莉 3 山陽女子 河本　　まどか 3 就実 植田　　舞由 3 山陽女子

新体操
男子
女子
男子　　総合 佐能　佳樹 3 井原 遠藤　大輝 3 井原
女子　　総合 桜井　華子 2 山陽女子 高橋　菜緒 3 山陽女子 藤川　夏海 2 岡山南
男子　　クラブ 佐能　佳樹 3 井原 遠藤　大輝 3 井原
      　　スティック 佐能　佳樹 3 井原 遠藤　大輝 3 井原
女子　　フープ 桜井　華子 2 山陽女子 高橋　菜緒 3 山陽女子 藤川　夏海 2 岡山南
　　　　　ボール 桜井　華子 2 山陽女子 高橋　菜緒 3 山陽女子 河野　珠 2 岡山南

4 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 男子

女子

5 バレーボール 男子

女子

6 卓 球 男子
女子
男子　　　　シングルス 郡山　　北斗 3 関西 呉　　坤 2 関西 梅崎　光明 2 倉敷工業
女子　　　　シングルス 中畑　夏海 3 山陽女子 切石　沙織 3 山陽女子 栗屋　美佳 3 就実

7 ハンドボール 男子

女子

8 サ ッ カ ー 団体 男子
女子

9 ラ グ ビ ー １５人制　　 Aブロック
　　　　　　 　Bブロック
　　　　　　 　Cブロック
７人制

10 バ ド ミ ン ト ン 男子
女子
男子　　　ダブルス 中永　　大輝 3 妹尾　　尚樹 3 奥山　　晃輔　　 2

實金　　三暢 3 吉田　　弘樹 3 山下　　恭平 1
　　　　　シングルス　　　　　 中永　　大輝 3 水島工業 藤井　　勇也 3 水島工業 山下　　恭平 1 水島工業
女子　　　ダブルス 井上　　美沙 3 小林　　遙華 2 大林　　里奈 3

大谷　　真代 2 佐藤　　亜美 2 丸山　　未矩 3
　　　　　シングルス 井上　　美沙 3 倉敷中央 香山　　未帆 1 倉敷中央 青山　　栞子 1 倉敷中央

11 ソ フ ト ボ ー ル 男子

女子

12 相撲 団体
個人 板見　　大樹 3 理大附属 藤村　　佑真 3 理大附属 礒崎　　進吾 3 岡山理大附属

14 ボ ク シ ン グ 団体
ピン級 長谷部　　大地 倉敷翠松
ライトフライ級 山川　　基輝 関西 守屋　　諒 倉敷工業
フライ級 松下　　秀 倉敷翠松 岡崎　　陽飛 岡山工業
バンタム級 山本　　強介 倉敷 三村　　鮎輝 関西
ライト級 前田　　莉貴也 倉敷翠松
ライトウェルター級 古川　　晴輝 関西
ウェルター級 竹森　　弘祐 岡山工業
ミドル級 河井　　巧 関西

15 ソ フ ト テ ニ ス 男子　　　　

女子

ダブルス男子　　　　 長尾　　景陽 本倉　　健太郎 安福　　和歩
杉山　　奨悟 野口　　航 小川　　友貴

　 櫻井　　温記　　
齋藤　　航貴

ダブルス女子 石井　　咲妃 久山　　恵実 黒田　　奈穂子
福永　　理紗 谷吉　　真奈 大塚　　香菜

多胡　　美有紀
難波　　奈津美

16 軟 式 野 球 男子

岡山朝日

倉敷翠松

倉敷中央

水島工業

倉敷中央

創志学園

倉敷翠松

岡山理大附属

明誠学院

岡山南

岡山工業

倉敷中央
倉敷工業

倉敷翠松

理大附属

岡山南

明誠学院

山陽女子

就実

就実

種目別

団体

団体

関西

個人

津山高専

倉敷工業

岡山理大附属

水島工業

倉敷工業

岡山朝日・金光学園

作陽

団体

団体

団体

個人

団体

個人

団体

団体

個人

種目別

個人

3位

山陽女子 就実

団体

関西

団体

倉敷青陵
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団体

個人

体操競技
　　　優　勝　 2位種　　　別

就実

 就実

岡山理大附属

東岡山工業

関西

玉野光南

作陽

新見

岡山南 井原

就実

岡山東商業

岡山芳泉

岡山東商業

井原

金光学園

清心女子
倉敷商業

岡山商大附属

明誠学院

玉野光南

岡山東商業

玉野光南

東岡山工業
倉敷翠松

山陽女子

岡山理大附属
岡山操山

岡山理大附属

倉敷青陵
倉敷工業

岡山芳泉

合同（高農・林野・鴨方）

倉敷翠松

津山工業

倉敷天城
総社倉敷天城

岡山操山

高梁日新

岡山工業

山陽女子

東岡山工業

総社

倉敷中央

就実

倉敷工業

倉敷商

岡山工業

倉敷中央

津山工業
岡山城東

玉野光南

水島工業

関西

倉敷商業

総社

津山工業　

岡山南

倉敷工業
井原

倉敷中央
岡山東商

倉敷工業

就実



Ｎｏ 種 目 3位　　　優　勝　 2位種　　　別
17 ウエイト 団体 男子

リフティング 　　男子
　　　　　　　　　　　　　　５３ｋｇ級 守安　　智史 3 倉敷商業 森谷　　一歩 2 東岡山工業 曽根　　透哉 3 水島工業

５６ｋｇ級 藤井　　十馬 3 倉敷工業 古川　　斗夢 3 倉敷工業 土井　　勝斗 3 東岡山工業
６２ｋｇ級 江角　　颯 3 東岡山工業 和氣　　辰弥 2 倉敷工業 國定　　尚輝 2 笠岡工業
６９ｋｇ級 河田　　怜也 3 水島工業 藤原　　佑丞 3 水島工業 岡本　　雅史 1 水島工業
７７ｋｇ級 木村　　勇斗 3 水島工業 金森　　翔大 2 東岡山工業 脊溝　　智也 2 笠岡工業
８５ｋｇ級 横山　　慎太郎 3 水島工業 山寺　　功貴 3 東岡山工業 山崎　　烈 2 水島工業
９４ｋｇ級 小林　　和哉 2 東岡山工業 吉田　　有佑 2 水島工業 漆谷　　雅宏 3 倉敷商業

１０５ｋｇ級 丸本　　大翔 2 水島工業
　　女子　　　　　

４８ｋｇ級 小林　　美智子 2 倉敷商業 永原　　麻衣 2 倉敷商業 宗森　　裕紀菜 2 勝間田
５８ｋｇ級 日置　　佑扇 2 笠岡工業 宮本　　沙弥 2 倉敷商業
６３ｋｇ級 河本　　朝香 2 倉敷商業 大景　　愛 1 笠岡工業

18 登 山 男子
女子

19 柔 道 男子

女子

男子
６０ｋｇ級 阿部　　竜太 3 作陽 渡辺　　蓮 2 関西 宮内　　尚輝 3 玉野光南

森内　　淩 3 津山
６６ｋｇ級 福岡　　克仁 3 関西 奥田　　將基 2 作陽 玉田　　郁博 2 岡山白陵

矢野　　良太 3 関西
７３ｋｇ級 野尻　　幸汰 3 作陽 滝澤　　翔平 2 おかやま山陽 小川　　大輝 3 倉敷工業

難波　　夕馬 3 岡山工業
８１ｋｇ級 義見　　祐太 2 作陽 小谷　　剛太 3 作陽 長谷川　　将統 3 関西

戸取　　桂佑　　 2 作陽
９０ｋｇ級 安達　　健太 3 作陽 鎌田　　魁翔 3 作陽 中村　　光樹 2 作陽

安田　　夢飛 1 作陽
１００ｋｇ級 野地　　優太 3 作陽 岩崎　　恒紀 2 作陽 松本　　修也 3 倉敷工業

田村　　淑真 2 作陽
１００ｋｇ超級 菊池　　盛 2 作陽 西村　　和馬 3 岡山白陵 星野　　太駆 1 作陽

高橋　　恭平 3 作陽
女子

４８ｋｇ級 小倉　　葵 2 創志学園 渡邊　　茜 2 岡山南 三宅　　絵梨香 2 おかやま山陽
竹内　　光 3 おかやま山陽

５２ｋｇ級 大久保　　夏実 3 創志学園 柏原　　愛 1 創志学園 山本　　夏子 3 創志学園
室田　　利奈 2 岡山商大付属

５７ｋｇ級 小川　　寧々 3 創志学園 狩屋　　美晴 3 玉野光南 小池　　春日姫 3 学芸館
江草　　ひな子 1 金光学園

６３ｋｇ級 山内　　美輝 3 創志学園 三浦　　裕香理 1 創志学園 古江　　真希 2 岡山南
高橋　　奈々 3 岡山理大附属

７０ｋｇ級 友清　　ほのか 3 創志学園 中山　　恵理 1 岡山理大附属 廣川　　真子 2 おかやま山陽
安東　　歩花 2 岡山理大附属

７８ｋｇ級 マロン　　小春 2 創志学園 岩崎　　未歩 2 創志学園 谷川　　和子 3 岡山理大附属
難波　　あゆみ 3 岡山東商業

７８ｋｇ超級 井上　　あかり 3 創志学園 矢吹　　将美 3 岡山理大附属

20 剣 道 男子

女子

男子 上浦　　智史 3 西大寺 丸山　　錬 2 興譲館 嶋村　　悠 3 西大寺
亀井　　雄登 3 倉敷商業

女子 安原　　侑未 3 玉野光南 横道　　邑依 3 西大寺 村上　　菜都美 2 興譲館
北村　　青風 3 興譲館

21 弓 道 男子
女子
男子 小倉　　歩 3 津山商業 岩根　　悠太 2 津山工業 柳田　　瑞樹 2 瀬戸南
女子 武久　　奈津美 3 興陽 東　　奈美 3 興陽 山室　　仁美 3 岡山南

23 テ ニ ス 男子

女子

男子シングルス 小野　　和哉 3 関西 前崎　　直哉 3 関西 高坂　　裕也 2 岡山理大附属
男子ダブルス 神房　　成仁 3 前崎　　直哉 3 小野　　和哉 3

瀧本　　怜央 3 田中　　洋太 3 高木　　修 2
女子シングルス 室山　　志帆 2 山陽女子 中塚　　桃子 1 岡山学芸館 岩下　　美穂 3 岡山学芸館
女子ダブルス 田村　　奈津季 3 岩下　　美穂 3 木原　　阿花理 2

室山　　志帆 2 中塚　　桃子 1 竹原　　明里 2
24 レ ス リ ン グ 団体

５０kg級 槇本　　大輔　　 おかやま山陽 小宮　　涼雅 高松農業 亀山　　侑史 笠岡工業
真砂　　晋 笠岡工業

５５kg級 南　　義将 おかやま山陽 山本　　広吉 おかやま山陽 美甘　　海音 おかやま山陽
池田　　裕太 笠岡工業

６０kg級 川上　　巧真 関西 万城　　健太 備前緑陽 高森　　樹己 高松農業
西谷　　海音 高松農業

６６ｋｇ級 谷　　直樹 おかやま山陽 光岡　　秀朗 高松農業 小西　　史記 高松農業
勝浦　　胤芙熙 おかやま山陽

７４ｋｇ級 中尾　　隼人 倉敷 横谷　　涼太 岡山一宮 唐川　　翔伍 備前緑陽
武本　　翼 関西

８４ｋｇ級 北條　　良真 高松農業 宮川　　空 笠岡工業 中藤　　弘晃 おかやま山陽
難波　　正和 倉敷

９６ｋｇ級 秋田　　大介 備前緑陽 谷本　　泰啓 笠岡工業 森川　　星河 おかやま山陽

１２０kg級 藤田　　誠 高松農業 寺田　　拓斗 おかやま山陽 寳諸　　将人 おかやま山陽

25 ボ ー ト 男子舵手つきクオドルプル

　　ダブルスカル
女子舵手つきクオドルプル

　　ダブルスカル
男子シングルスカル 大西　　佑磨 3 関西A 濱田　　章吾 3 備前緑陽A 伊藤　　皓允 3 関西B
女子シングルスカル 新井　　華奈子 3 岡山東商業C 秋山　　和慧 3 岡山東商業A 伊藤　　美和 3 岡山東商業B

26 自 転 車 競 技 学校対抗
4㎞チーム・パーシュート
チームスプリント

スプリント 田邊　　裕征 3 岡山工業 川崎　　孝一郎 3 水島工業 岡野　凌也 3 水島工業
ケイリン 岡野　凌也 3 水島工業 田中　克尚 2 岡山工業 畝木　聖 3 興陽
スクラッチレース 渡部　　将太 3 岡山工業 小野　　舜介 2 水島工業 成貞　　琳平 3 岡山工業
ポイントレース（１６Ｋｍ） 成貞　　琳平 3 岡山工業 藤田　　俊輔 2 水島工業 渡部　　将太 3 岡山工業
４Ｋｍ速度競走 川崎　　孝一郎 3 水島工業 今井　　章雄 3 岡山工業 野上　　裕貴 3 水島工業

関西

水島工業A

岡山操山 関西A

岡山工業A
岡山工業B
水島工業

水島工業A

高松農業

関西

関西

津山工業

岡山芳泉

山陽女子

岡山操山

関西

水島工業

岡山学芸館

岡山県作陽

創志学園

就実

瀬戸

岡山理大附属

西大寺

関西

備前緑陽おかやま山陽

東岡山工業岡山東商業

笠岡工業

岡山理大附属

岡山理大附属

個人

個人

個人

個人

団体

個人

おかやま山陽

団体

団体

個人

岡山学芸館

山陽女子

団体

団体

個人

団体

個人

団体
岡山工業

岡山東商業
岡山東商業B

笠岡

岡山東商業A

岡山工業B

興陽

岡山工業

笠岡工業

興譲館

東岡山工業

倉敷工業

笠岡工業

玉野光南

玉島
倉敷

岡山南

岡山学芸館

関西

岡山学芸館

岡山東商業

興譲館

倉敷天城
岡山城東
岡山芳泉

岡山工業A

津山東



Ｎｏ 種 目 3位　　　優　勝　 2位種　　　別
１ｋｍタイムトライアル 田邊　　裕征 3 岡山工業 川崎　　孝一郎 3 水島工業 岡本　　大成 2 岡山工業
３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 岡本　　大成 2 岡山工業 大山　　玲司 3 岡山工業 藤田　　俊輔 2 水島工業

団体 学校対抗
女子

５００ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 根岸　　恵美 1 興陽 山手　　春香 2 興陽 吉原　　朱美 1 興陽
２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 根岸　　恵美 1 興陽 山手　　春香 2 興陽 吉原　　朱美 1 興陽

27 ヨ ッ ト 団体 男子　　　　
男子　　ソロ 小林　聖乃 倉敷鷲羽 松村　麻央 邑久
男子　　デュエット 山本　皓貴 豊田　貴郁 松田　太一

岡竹　諒也 佐藤　大樹 木畑　了
女子　　デュエット 山本　由貴

阿部　玲奈
28 フ ェ ン シ ン グ 男子

女子　　　
男子　　　　フルーレ 末光　竜登 西大寺 濱中　峰匡 岡山大安寺 田井　志弥 玉野光南
　　　　　　　　エペ 若木　優弥 西大寺 薦田　光輝 玉野光南 田井　志弥 玉野光南
              サーブル 青路　恒幸 玉野光南 山本　健太 西大寺 摸利　生弥 玉野光南
女子　　　　フルーレ 佐藤　志帆 西大寺 藤原　　恵美 玉野光南 中村　友香 玉野光南
                エペ 桑田　晴香 西大寺 佐藤　志帆 西大寺 中村　友香 玉野光南
              サーブル 吉田　祏子 西大寺 藤原　恵美 玉野光南 長谷川　郁 西大寺

29 空 手 道 男子　　形

男子　　組手

女子　　形

女子　　組手

男子　　　　　　形 大上　健 2 おかやま山陽 木村　優希 2 おかやま山陽 舩越　大和 2 倉敷
山下　修羅 3 おかやま山陽

　　　　　　　 組手 村上　颯 3 おかやま山陽 仁科　雅斗 3 東岡山工業 山下　裕介 2 岡山朝日
岡田　崚汰 1 岡山朝日

女子　　　　　　形 平　　紗枝 3 おかやま山陽 定森　海夢南 2 おかやま山陽 難波　るい 2 岡山朝日
武南　彩葉 3 岡山理大附属

　　　　　　　 組手 元嶋　ひかり 3 おかやま山陽 平　　紗枝 3 おかやま山陽 早田　萌々 3 おかやま山陽
定森　海夢南 2 おかやま山陽

30 な ぎ な た 女子　　　　　　　演技 大月　公絵 絹田　千穂 酒井　美紀
入谷　茜 水島　千里 衣笠　ひなの

31 少 林 寺 拳 法 団体 男子
男子　単独演武 小林　雅治 3 岡山工業 植松　洋貴 3 関西 中野　真聡 2 金光学園
男子　組演武 森安　陽介 3 小林　高大 3 田坂　正喜 3

岡本　　啓吾 3 小林　正人 2 中村　悠斗 3
女子　単独演武 山本　百紅 3 津山東 難波　美咲 1 倉敷翠松 中尾　好花 1 津山
女子　組演武 吉井　彩乃 3

松山　昌美 1
32 ホ ッ ケ ー 男子

女子　
33 ア ー チ ェ リ ー 男子

女子　
男子　７０ｍ 平山　　洋基 岡山理大附属 野田　翼 岡山理大附属 林田　凱斗 備前緑陽
女子　７０ｍ 中山　晴恵 備前緑陽 藤原　遥香 倉敷天城 竹内　美紅 備前緑陽
女子　５０ｍ 三宅　真子 倉敷天城 神村　南美 倉敷天城 狩野　歩美 倉敷天城

34 ボ ウ リ ン グ 男子
女子
男子 河邊　　領治 3 岡山商大付属 中務　　晶太 3 岡山芳泉 笹原　有貴 1 林野
女子 西中川　茉央 2 岡山商大付属 楢本　悠 2 岡山商大付属 山本　美緒 2 明誠学院

35 カ ヌ ー 男子
カヤック　シングル 江見　　風樹 3 岡山御津 黒瀬　海斗 2 倉敷工業 髙橋　浩大 3 倉敷工業
カナディアン　シングル 谷口　　公基 2 倉敷工業 中村　　涼平 2 倉敷工業 藤原　真夫 2 倉敷工業
カヤック　ペア 黒瀬　海斗 2 西　宏太 2

髙橋　浩大 3 亀川　雅史 2
女子
カヤック　シングル 井上　桃歌 2 倉敷工業

36 ゴ ル フ 団体 男子
男子 岡田　絃希 2 岡山県作陽 坂本　一馬 3 岡山県作陽 藤山　大耀 1 岡山県作陽
女子 成澤　祐美 2 岡山県作陽 石川　紗妃 3 岡山県作陽 安藤　京佳 2 岡山県作陽

37 ライフル射撃 団体 男子　　ビームライフル
女子　　ビームライフル

個人 男子　　ビームライフル 平松　健太 3 高松農業 森谷　　敦 3 倉敷翠松 平松　大雅 3 倉敷翠松
女子　　ビームライフル 平松　佑梨 3 倉敷翠松 渡辺　千尋 2 倉敷翠松 水川　実果 3 高松農業

岡山大安寺

倉敷翠松
倉敷翠松 高松農業

岡山大安寺

岡山工業

高梁城南

邑久

西大寺

水島工業

個人

個人

団体

個人

団体

個人

個人

個人

個人

個人

個人

個人

団体

団体

ロード競技

倉敷

邑久

玉野光南

邑久

邑久

岡山県作陽 関西

おかやま山陽

東岡山工業

倉敷工業

興陽

岡山工業

勝間田

備前緑陽

岡山工業

明誠学院

岡山

西大寺

津山商業
西大寺

岡山朝日

岡山朝日
西大寺

金光学園

玉野光南西大寺

邑久

勝間田

山陽女子

興陽

津山商業

西大寺

岡山理大付属
瀬戸

岡山工業

瀬戸

倉敷天城

おかやま山陽

岡山工業

勝間田

岡山朝日

おかやま山陽 岡山朝日

おかやま山陽

個人

備前緑陽

岡山工業

岡山御津

岡山商科大学付属

団体

岡山商科大学付属
明誠学院

瀬戸南



Page:4 of 7

第５３回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼第６７回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会

岡山県陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位
男子 １００ｍ 竹元　敦也   (3) 多田　透悟   (3) 下山　紘平   (3)

美作 倉敷工 岡山工

男子 ２００ｍ 竹元　敦也   (3) 下山　紘平   (3) 多田　透悟   (3)
美作 岡山工 倉敷工

男子 ４００ｍ 林　高春   (3) 吉田　崇智 (3) 吉田　京平   (2)
倉敷工 倉敷工 青陵

男子 ８００ｍ 徳永　　翼 (2) 吉田　崇智 (3) 東　広野 (2)
操山 倉敷工 岡山東商業

男子 １５００ｍ 小松　直生 (1) 森崎　拓海 (3) 本郷　諒 (1)
水島工 倉敷 城東

男子 ５０００ｍ 森崎　拓海 (3) 豊田　紘大 (2) 橘髙　健一 (3)
倉敷 商大附 興譲館

男子 １１０ｍＨ 馬越　響 (2) 田平　守 (3) 小原　吏貴 (2）
(1.067m) 美作 倉敷工 倉敷工

男子 ４００ｍＨ 小原　吏貴 (2) 吉田　京平 (2) 太田　雅文 (3)
(0.914m) 倉敷工 青陵 城東

男子 ３０００ｍＳＣ 中島　怜利 (2) 武　　雄介 (3) 中谷　貴弘 (2)
倉敷 倉敷 倉敷

男子 ５０００ｍＷ 三浦　慧 (3) 梶　　海斗 (2) 遠山　航平 (1)
玉野光南 商大附 翠松

男子 ４×１００ｍ 倉敷工業 岡山工 美作
林　　高春 (3) 高橋　朋也 (2) 金定　鷹正 (3)
多田　透悟 (3) 下山　紘平 (3) 竹元　敦也 (3)
小原　吏貴 (2) 宇垣　和真 (3) 佐々　隼都 (2)
吉田　崇智 (3) 三宅　諒亨 (1) 水島　晃治 (3)

男子 ４×４００ｍ 倉敷工業 岡山城東 美作
松井　義文 (3) 金光　貴大 (3) 竹元　敦也 (3)
吉田　崇智 (3) 鷲田　武晃 (3) 佐々　隼都 (2)
小原　吏貴 (2) 太田　雅文 (3) 金定　鷹正 (3)
林　　高春 (3) 定久　　舜 (3) 水島　晃治 (3)

男子 走高跳 廣田　勇一   (3) 濱中　良樹 (3) 横田　康央 (2)
岡山工 玉野光南 岡山工

男子 棒高跳 南條　　稜 (2) 丸川　颯太 (3) 川野　幹久 (3)
商大附 岡山工 邑久

男子 走幅跳 田口　世成 (3) 末石　有人 (3) 大月　良雅 (3)
岡山工 岡山工 倉敷工

男子 三段跳 佐々木　拓海(2) 田口　世成 (3) 末石　有人 (3)
岡山工 岡山工 岡山工

男子 砲丸投 坪井　涼平 (3) 古閑　隼人 (2) 問田　和雅 (1)
(6.000kg) 就実 玉野光南 玉野光南

男子 円盤投 坪井　涼平 (3) 大原　大亮 (3) 栗山　大志 (3)
(1.750kg) 就実 新見 倉敷工

男子 ハンマー投 奥山　舜貴 (3) 森　大樹 (3) 栗山　大志 (3)
(6.000kg) 玉野光南 岡山龍谷 倉敷工

男子 やり投 岡田　拓巳 (3) 森　義政 (2) 田平　守 (3)
(0.800kg) 水島工 就実 倉敷工

男子 八種競技 濱中　良樹 (3) 田平　守 (3) 齊藤　直樹 (3)
玉野光南 倉敷工 一宮

男子 男子総合 倉敷工 玉野光南 岡山工
男子トラック 倉敷工 倉敷 岡山工

男子フィールド 玉野光南 岡山工 倉敷工



Page:5 of 7

第５３回岡山県高等学校総合体育大会陸上競技大会
兼第６７回全国高等学校陸上競技対校選手権大会岡山県予選会

岡山県陸上競技場

種目 １位 ２位 ３位
女子 １００ｍ 三宅　真理奈(2) 加藤　宏美 (2) 横田　菜都子(3)

倉敷中央 美作 倉敷南

女子 ２００ｍ 三宅　真理奈(2) 齋藤　祐香 (2) 大橋　沙季 (3)
倉敷中央 倉敷中央 玉野光南

女子 ４００ｍ 荒島　夕理 (2) 徳原　真奈美(3) 上岡　咲紀 (3)
倉敷中央 金光学園 城東

女子 ８００ｍ 上岡　咲紀 (3) 嘉本　彩佳 (3) 山本　紗生 (2)
城東 興譲館 興譲館

女子 １５００ｍ 髙橋　彩良 (3） 藏本　菫 (2) 河野　美典 (3)
興譲館 興譲館 興譲館

女子 ３０００ｍ 寳田　彩香 (2) 金澤　瑞希 (2) 中里　真夕 (3)
興譲館 興譲館 興譲館

女子 １００ｍＨ 荒島　夕理 (2) 友光　千春 (3) 御船　星 (2)
(0.840m) 倉敷中央 玉野光南 倉敷工

女子 ４００ｍＨ 荒島　夕理 (2) 坂上　りま (2) 徳原　真奈美(3)
(0.762m) 倉敷中央 倉敷中央 金光学園

女子 ５０００ｍＷ 福田　知夏 (3) 藤井　七海 (3) 清水　沙紀 (2)
興譲館 岡山東商 金光学園

女子 ４×１００ｍ 倉敷中央高 玉野光南 岡山東商
板野　彩花  (1) 今濱　美咲 (2) 梶原　鳴海  (2)
三宅　真理奈(2) 岸　佳乃子 (1) 時信　ゆきの(2)
齋藤　祐香  (2) 大橋　沙季 (3) 福池　ちひろ(2)
荒島　夕理  (2) 友光　千春 (3) 落合　杏江  (2)

女子 ４×４００ｍ 倉敷中央高 玉野光南 岡山一宮
宇埜　史歩理 (2) 三宅　歩   (3) 備前　綾    (2)
坂上　りま   (2) 大橋　沙季 (3) 石原　果歩  (3)
三宅　真理奈 (2) 佐桑 泉純  (3) 大井　裕香子(3)
荒島　夕理   (2) 小谷　悠華 (1) 荒井　麻莉子(3)

女子 走高跳 中野　愛梨 (1) 竹本　実桜 (3) 吉田　萌恵  (2) 天城
朝日 岡山南 藤原　愛子  (3) 倉敷南

大森　菜桜子(1) 岡山工
坪井　里奈  (2) 岡山東商

女子 走幅跳 加藤　宏美 (2) 宇埜　史歩理(2) 今濱　美咲 (2)
美作 倉敷中央 玉野光南

女子 砲丸投 田中　来夢   (1) 葛原　麻結 (2) 長谷井　千咲(3)
(4.000kg) 倉敷中央 玉野光南 就実

女子 円盤投 渡邊　理沙 (2) 長谷井　千咲(3) 畑　愛実 (3)
(1.000kg) 就実 就実 玉野光南

女子 やり投 松本　さつき(3) 田中　来夢   (3) 黒住　莉那 (2)
(0.600kg) 玉野光南 倉敷中央 大安寺

女子 七種競技 田中　来夢   (3) 友光　千春 (3) 守屋　紗恵 (2)
倉敷中央 玉野光南 倉敷中央

女子 女子総合 玉野光南 倉敷中央 興譲館
女子トラック 倉敷中央 玉野光南 興譲館

女子フィールド 玉野光南 就実 倉敷中央



男子
   
自由形 星島貴志 房野祐大  前野克弥
50m 倉敷天城 ② 岡山朝日 ③ 玉野光南 ②
自由形 宗光和希 河枝祐樹  高崎直人 
100m 玉野光南 ② 倉敷工業高 ② 玉野商 ③
自由形 房野祐大  高崎直人  河枝祐樹 
200m 岡山朝日 ③ 玉野商 ③ 倉敷工業高 ②
自由形 西﨑丈太郎 三宅　　孝幸 熊代大志
400m 関西 ② 関西 ③ 関西 ②
自由形 西﨑丈太郎 熊代大志 神谷佑 
1500m 関西 ② 関西 ② 勝山 ②
背泳ぎ 津﨑翔悟 能勢綜真 大森静也  
100m 玉野光南 ① 関西 ① 総社 ③
背泳ぎ 津﨑翔悟 山口達己 大森静也  
200m 玉野光南 ① 玉野光南 ② 総社 ③
平泳ぎ 日本　　雄也 妹尾　　智充 高岩凌平 
100m 関西 ③ 玉野光南 ③ 岡山芳泉 ②
平泳ぎ 日本　　雄也 妹尾　　智充 高岩凌平 
200m 関西 ③ 玉野光南 ③ 岡山芳泉 ②
バタフライ 前野克弥 原田淳平  福島健太
100m 玉野光南 ② 岡山工業 ② 勝山 ①
バタフライ 塚本航平 佐藤諒 原田淳平
200m 玉野光南 ② 関西 ② 岡山工業 ②
個人メドレー 濱松大輔 景山将司  稲垣茂
200m 関西高 ③ 岡山工業 ① 美作 ③
個人メドレー 稲垣茂 濱松大輔 景山将司 
400m 美作 ③ 関西高 ③ 岡山工業 ①
リレー 関西 玉野光南 岡山朝日
400m 熊代大志 前野克弥 房野泰知

三宅孝幸 浪尾大二郎 鳥越康平
日本雄也 津﨑翔悟 花井匠磨
西﨑丈太郎 宗光和希 房野祐大

リレー 関西 玉野光南 岡山工業
800m 熊代大志 津﨑翔悟 神谷佑

日本雄也 宗光和希 大塚瑛平
三宅孝幸 浪尾大二郎 福島健太
西﨑丈太郎 前野克弥 山本隼

メドレーリレー 玉野光南 関西 岡山工業
400m 津﨑翔悟 能勢綜真 景山将司

妹尾智充 日本雄也 三島泰生
前野克弥 西﨑丈太郎 原田淳平
宗光和希 三宅孝幸 寺岡拓海

平成２６年度岡山県高等学校総合体育大会（水泳競技）上位入賞者

１位 ２位 ３位



女子
   
自由形 渡邊栞  久齋奏流 臼井愛稀
50m 津山東 ② 岡山学芸館 ① 総社 ①
自由形 渡邊栞  来間ななみ  石﨑冴香
100m 津山東 ② 玉野光南 ③ 備前緑陽 ③
自由形 増田葵 平田茉穂 前田彩花
200m 倉敷工業 ③ 美作 ② 岡山芳泉 ③
自由形 増田葵 森田夢 前田彩花
400m 倉敷工業 ③ 創志学園 ③ 岡山芳泉 ③
自由形 森田夢 鳥居真世  西田涼香
800m 創志学園 ③ 山陽女子高 ② 美作 ③
背泳ぎ 大森ほのか 延岡　　みなみ 廣晴華
100m 山陽女子高 ① 津山 ③ 勝山 ②
背泳ぎ 大森ほのか 廣晴華 延岡　　みなみ
200m 山陽女子高 ① 勝山 ② 津山 ③
平泳ぎ 平松夏奈  瀧波衣都  大澤祐希
100m 就実 ② 山陽女子 ③ 総社 ②
平泳ぎ 瀧波衣都  平松夏奈  松本由梨子
200m 山陽女子 ③ 就実 ② 岡山朝日 ③
バタフライ 寺山香織 太田涼華  藤川真純
100m 倉敷天城 ② 就実 ① 岡山一宮 ③
バタフライ 太田涼華  藤川真純 岡田桃佳
200m 就実 ① 岡山一宮 ③ 勝山 ①
個人メドレー 平田茉穂 菱川栞里 三島遥佳
200m 美作 ② 勝山 ① 玉野光南 ①
個人メドレー 菱川栞里 吉田優希 小西未由
400m 勝山 ① 美作 ① 西大寺 ③
リレー 美作高 玉野光南高 就実高
400m 吉田優希 三島遥佳 大倉杏佳

西田涼香 清水理加 平松夏奈
山王七汐 秋山歩巳 太田涼華
平田茉穂 来間ななみ 奥山果歩

メドレーリレー 就実高 玉野光南高 美作高
400m 池脇舞華 秋山歩巳 吉田優希

2. 平松夏奈 清水理加 平田茉穂
3. 太田涼華 来間ななみ 山王七汐
4. 奥山果歩 三島遥佳 西田涼香
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