
種　　　目 結　　果
2 体操 体操競技

個人 男子 吉田　佑汰 2 関西

個人1７位　床１３位　あん馬２５位
つり輪２７位　跳馬３７位　平行棒２５
位
鉄棒４位

新体操
団体 男子 井原 ３位

女子 井原 ２３位
個人 男子 田中　紳介 2 井原 １２位　リング１２位　ロープ１３位

女子 渡邉　きらり 2 岡山南
１６位　フープ４位　クラブ１９位
ﾎﾞｰﾙ２０位　リボン　１８位

4 バスケットボール 団体 男子 岡山商大附属 １回戦敗退　６５－９６（福岡大大濠）
女子 倉敷翠松 １回戦敗退　６６－７５（高知中央）

5 バレーボール 団体 男子 玉野光南 １回戦敗退　１－２（習志野）

女子 就実

優勝
２－０（青森西）２－０（文京学院大女）
２－０（聖和女学院）２－０（金襴会）
３－１（古川学園）３－１（大阪国際滝
井）

6 卓球 男子 関西 １回戦敗退
女子 山陽学園 ３回戦敗退
女子 就実 ３位

個人 男子シングルス（２部） 鈴木　慎也 2 津山高専 ２回戦敗退
女子シングルス（２部） 舩橋幸乃花 2 岡山東商業 １回戦敗退

7 ハンドボール 団体 男子 総社 １回戦敗退
女子 玉野光南 ２回戦敗退

サッカー 団体 男子 岡山県作陽
２回戦敗退
２－２PK５－３（星陵）１－２（東福岡）

女子 岡山県作陽

準優勝
１－１ＰＫ４－３（常葉大橘）２－０（聖
和学園）２－０（暁星国際）２－２ＰＫ４
－３（大商学園）０－３（藤枝順心）

10 バドミントン 団体 男子 水島工業 ２回戦敗退
女子 倉敷中央 ３位

個人 男子シングルス 城戸　郁也 1 水島工業 １回戦敗退
1
1

女子シングルス 中原　鈴 2 倉敷中央 １回戦敗退
2
1

11 ソフトボール 団体 男子 新見 １回戦敗退
女子 創志学園 ３位

12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 予選敗退
個人 山岡　聖明 2 理大附属 予選２回戦敗退

小野　颯大 1 理大附属 予選１回戦敗退
片山　優真 2 理大附属 予選１回戦敗退

13 スキー 個人 男子ｽｰﾊﾟｰｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ中塚　俊希 2 津山工業 １００位

男子ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 八木　悠斗 2 玉野光南 ７８位
男子スラローム 八木　悠斗 2 玉野光南 ７３位
女子ｽｰﾊﾟｰｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 根石　陽菜乃 2 朝日塾 ２４位
女子ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ 根石　陽菜乃 2 朝日塾 ２２位
女子スラローム 根石　陽菜乃 2 朝日塾 １４位

14 ボクシング

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理科大学附属 ３回戦敗退
女子 就実 ３回戦敗退

17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　９６ｋｇ級スナッチ 渡辺　仁裕 2 水島工業 ９位
クリーン＆ジャーク ８位

トータル ８位
男子　　　102ｋｇ級スナッチ 田村　俊 2 笠岡工業 ２位

クリーン＆ジャーク ３位
トータル ３位

女子　　　４５ｋｇ級スナッチ 大景　梨央 2 笠岡工業 ５位
クリーン＆ジャーク ６位

トータル ５位
女子　　　５５ｋｇ級スナッチ 山村　麗華 2 倉敷商業 １６位

クリーン＆ジャーク １１位
トータル １６位

女子　　　６４ｋｇ級スナッチ 中岡　佑香 2 倉敷商業 １１位
クリーン＆ジャーク ７位

トータル ９位

２位女子ダブルス
中原　鈴
吉川　天乃
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8

２回戦敗退男子ダブルス
城戸　郁也
平田　璃月

水島工業

倉敷中央



19 柔道 団体 男子 中止
女子 中止

個人 男子　６０kg級 穴竈　　央 2 関西 ２回戦敗退
男子　６６kg級 厨子　由陸 2 岡山県作陽 ２回戦敗退
男子　７３kg級 川西　成汰 2 岡山県作陽 準々決勝敗退　５位
男子　８１kg級 小坂　隼土 2 関西 １回戦敗退
男子　無差別級 笠原　勇馬 2 岡山県作陽 １回戦敗退
女子　４８kg級 山﨑　由依 1 創志学園 ３回戦敗退
女子　５２kg級 前田　　遥 2 創志学園 準々決勝敗退　５位
女子　５７kg級 荒川　清楓 1 創志学園 準々決勝敗退　５位
女子　６３kg級 石岡　来望 2 創志学園 優勝
女子　無差別級 椋木　美希 2 創志学園 準優勝

20 剣道 団体 男子 玉島 ３回戦敗退
女子 岡山商大附属 ２回戦敗退

21 弓道 団体 男子 津山商業 予選敗退
女子 瀬戸 予選突破　決勝トーナメント１回戦敗退

23 テニス 団体 男子 関西 ３位
女子 学芸館 ２位

個人 男子シングルス 髙　悠亜 2 関西 ２位
男子シングルス 中西康輔 2 理大附 ２回戦敗退
女子シングルス 中島玲亜 2 学芸館 ２位
女子シングルス 河野彩奈 2 山陽女子 ２回戦敗退

24 レスリング 団体 男子 笠岡工業 １回戦敗退
個人 男子５１ｋｇ級 杉江　佑太 1 高松農業 ２回戦敗退

男子５１ｋｇ級 鈴木　健斗 2 倉敷鷲羽 １回戦敗退
男子５５ｋｇ級 溝尾　仁喜 2 倉敷鷲羽 １回戦敗退
男子６０ｋｇ級 髙杉　将輔 2 高松農業 ２回戦敗退
男子６５ｋｇ級 谷川　光星 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子７１ｋｇ級 杉原　玄起 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子７１ｋｇ級 中田　大輝 2 倉敷鷲羽 １回戦敗退
男子８０ｋｇ級 浅野　心 1 高松農業 ３回戦敗退
男子９２ｋｇ級 坂本　幸司 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子９２ｋｇ級 竹本　侑生 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子１２５ｋｇ級 江草　和希 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子１２５ｋｇ級 天野　虹輝 2 倉敷鷲羽 ２回戦敗退
男子１２５ｋｇ級 川上　大智 1 笠岡工業 １回戦敗退

25 団体 男子舵手付クォドルプル 関西 ６位
女子舵手付クォドルプル 岡山東商業 ３位
男子ダブルスカル 関西 ３位

女子ダブルスカル 備前緑陽 予選敗退

個人 男子シングルスカル 吉田　智貴 2 関西 ５位
26 自転車競技 個人 ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 加藤　玲生 2 興陽 予選敗退

佐田　大希 2 水島工業 予選敗退
住川　正人 1 岡山工 予選敗退

スクラッチ 山内　大生 2 興陽 ６位
中野　創太 2 水島工業 予選敗退
湯浅　照大 2 岡山工 予選敗退

ケイリン 鬼頭　幸寛 2 興陽 予選敗退
3kmインディヴィデュアル・
パーシュート

三浦　大知 2 岡山工 １４位

ロード・レース 山内　大生 2 興陽 途中棄権
ロード・レース 加藤　玲生 2 興陽 途中棄権
ロード・レース 佐田　大希 2 水島工業 ５１位
ロード・レース 湯浅　照大 2 岡山工 途中棄権
女子２kmインディヴィデュ
アル・パーシュート

杉谷　佳乃 2 興陽 １１位

女子ロードレース 杉谷　佳乃 2 興陽 途中棄権
女子ケイリン 杉谷　佳乃 2 興陽 予選敗退

28 フェンシング 団体 男子エペ 岡山大安寺中等 １回戦敗退
男子サーブル 岡山大安寺中等 １回戦敗退
女子サーブル 岡山大安寺中等 １回戦敗退
女子フルーレ 岡山大安寺中等 ２回戦敗退
女子エペ 岡山大安寺中等 ２回戦敗退

ボート



29 空手道 団体 男子形 おかやま山陽 ７位
男子組手 おかやま山陽 ３回戦敗退
女子形 おかやま山陽 ２回戦敗退
女子組手 おかやま山陽 ３回戦敗退

個人 男子形 赤木　圭一郎 2 おかやま山陽 １回戦敗退
平野　蒼太 1 倉敷 １回戦敗退

女子形 岡本　小粋 2 おかやま山陽 １回戦敗退
赤松　冬羽 1 おかやま山陽 １回戦敗退

男子組手　-55㎏級 平野　蒼太 1 倉敷 １回戦敗退
男子組手　-61㎏級 山下　幸太 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子組手　-68㎏級 宮脇　蓮 2 おかやま山陽 準々決勝敗退　５位
女子組手　-48㎏級 岡崎　叶 1 倉敷 １回戦敗退
女子組手　-53㎏級 三村　天音 2 おかやま山陽 ３回戦敗退

30 なぎなた 団体 女子 岡山県美作 １回戦敗退
個人 男子 木口　能利 2 後楽館 ３回戦敗退

近藤　颯 2 後楽館 ３回戦敗退
31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　 関西 １０位

女子 岡山工場 棄権
個人 国吉　駿介 1 岡山工業

新田　佑羽 1 岡山工業
面田　俊輔 1 関西
前田　忠秀 1 関西

男子規定単独演武 荒木　皓翔 1 関西 予選敗退
男子規定単独演武 徳森　祐也 1 関西 予選敗退
男子自由単独演武 大森　孔双 1 関西 予選敗退
男子自由単独演武 友田　隼咲 1 金光学園 予選敗退

虫明　紗桜理 2 金光学園
難波　日奈子 2 金光学園
河本　真歩 2 岡山工業高校
横田　怜美 2 岡山工業高校

女子規定単独演武 野口　智尋 1 岡山工業高校 １０位
女子自由単独演武 横田　知穂美 2 総社高校 ７位
女子自由単独演武 福原　杏奈 2 倉敷南 予選敗退
男子 講﨑　香月 2 備前緑陽 決勝トーナメント２回戦敗退
男子 桑田　悠生 2 倉敷天城 決勝トーナメント２回戦敗退
女子 稲田　愛子 2 倉敷天城 予選敗退

34 ボウリング

37 ライフル射撃 個人

38 ゴルフ 個人

33

男子自由組演武

女子自由組演武

予選敗退

予選敗退

予選敗退

１位

アーチェリー 個人

男子規定組演武

女子自由組演武


