
平成24年度全国選抜大会結果

種　　　目種　　  　別 出場校・選手名 結　　果 備     考
2 体操 体操競技

個人 男子 﨑濱　一朗 1 関西

個人総合３４位
あん馬３６位
つり輪４１位
跳馬２１位
平行棒３２位
鉄棒３７位

中原　侑大 1 関西

個人総合４２位
あん馬４６位
つり輪４２位
跳馬３０位
平行棒２０位
鉄棒４１位

立石　卓也 1 関西

個人総合２３位
あん馬３４位
つり輪３３位
跳馬１５位
平行棒３５位
鉄棒２８位

平良　　匠 1 関西

個人総合３７位
あん馬２２位
つり輪３９位
跳馬４０位
平行棒４０位
鉄棒３２位

女子 嶋岡　みのり 2 山陽女子

個人総合２５位
跳馬３０位
段違い平行棒３位
平均台３８位
床運動２７位

新体操
男子 井原高校 ３位
女子 岡山南 １５位

個人 男子 小川　晃平 2 井原

個人総合１位
スティック１位
リング１位
ロープ１位
クラブ２位

4 バスケットボール 団体 男子 玉野光南 １回戦敗退
女子 倉敷翠松 ３回戦敗退

5 バレーボール 団体 男子 岡山東商業 １回戦敗退
女子 就実 １回戦敗退

6 卓球 団体 男子 関西 １次リーグ敗退
女子 就実 決勝トーナメント１回戦敗退

山陽女子 １次リーグ敗退
個人 男子　シングルス（２部） 西岡　　舜 1 金光学園 １次リーグ敗退

女子　シングルス（２部） 長田　寛子 2 美　　　作 １次リーグ敗退
サッカー 団体 男子 作陽 ５位

女子 作陽 １回戦敗退
10 バドミントン 団体 女子　 倉敷中央 ２回戦敗退

個人 男子ダブルス
岡本侑也
大島侑也

2 水島工業 ５位

女子ダブルス
加藤美幸
黒澤裟妃

2 倉敷中央 ２回戦敗退

女子シングルス 加藤　美幸 2 倉敷中央 ５位
11 ソフトボール 団体 男子 新見 ３位

女子 創志学園 ２回戦敗退
12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 予選敗退

個人 男子 森島　雄輝 2 理大附属 １回戦敗退
佐々木　勇輔 1 理大附属 １回戦敗退

13 スキー 個人 男子スーパージャイアントスラローム 森本　悠亮 1 津山工業 １１２位
女子スーパージャイアントスラローム 片田　詩織 2 津山工業 ６５位
男子ジャイアント
スラローム 伴野　哲平 2 倉敷翠松 ９６位
女子ジャイアント
スラローム 片田　詩織 2 津山工業 ５６位
男子スラローム 伴野　哲平 2 倉敷翠松 １回目途中棄権
女子スラローム 片田　詩織 2 津山工業 ５９位

14 ボクシング 個人 ライトフライ級 阿久井政悟 2 倉敷翠松 ５位
ライト級 古川晴輝 1 関西 ３位
ライトウェルター級 中田耕右 2 関西 ３位

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理大附属 ２回戦敗退
女子 就実 １回戦敗退

17 ウエイトリフテｨング 個人男子　53ｋｇ級 守安　暁紀 2 倉敷工 ９位
スナッチ ７位
ジャーク ８位

団体

8



種　　　目種　　  　別 出場校・選手名 結　　果 備     考
男子　53ｋｇ級 松浦　侑耶 2 笠岡工 ８位
スナッチ ３位
ジャーク ９位
男子　69ｋｇ級 大室　了介 2 笠岡工 ５位
スナッチ ５位
ジャーク ５位
男子　77ｋｇ級 中田　尚吾 2 笠岡工 ２位
スナッチ ６位
ジャーク ２位
男子　85ｋｇ級 松野　純也 2 倉敷商 ９位
スナッチ ５位
ジャーク １０位
男子　94ｋｇ級 兒嶋　祥雄 2 笠岡工 ５位
スナッチ ９位
ジャーク ４位
女子　69ｋｇ級 秋山　真子 2 倉敷商 ７位
スナッチ ６位
ジャーク ６位

19 柔道 団体 男子 作陽 ３回戦敗退
女子 創志学園 １回戦敗退

個人 男子　　－６０ｋｇ級 森内　凌 1 津山 ２回戦敗退
　　　　－７３ｋｇ級 野尻　幸汰 1 作陽 ２回戦敗退
　　　　－８１ｋｇ級 鎌田　魁翔 1 作陽 ２回戦敗退
　　　－１００ｋｇ級 藪内　慎吾 2 作陽 １回戦敗退
　　　　　　無差別級 安田　隼人 2 作陽 ３回戦敗退
女子　　－５２ｋｇ級 道原　葉月 1 創志学園 ３回戦敗退
　　　　－５７ｋｇ級 小川　寧々 1 創志学園 ５位
　　　　－６３ｋｇ級 安枝　香奈 2 創志学園 ３回戦敗退
　　　　－７０ｋｇ級 友清　ほのか 1 創志学園 ３回戦敗退
　　　　　　無差別級 井上　あかり 1 創志学園 ５位

20 剣道 団体 男子 西大寺 １次リーグ敗退
女子 興譲館 決勝トーナメント１回戦敗退

21 弓道 団体 男子 興陽 予選敗退
女子 倉敷古城池 予選敗退

個人 男子 松本　瑞樹 2 興陽 予選敗退
萩森　慎吾 2 興陽 予選敗退

女子 桑島　春花 2 津山工業 ３位
岡田　奈己 2 総社南 準決勝敗退

23 テニス 団体男子 岡山理科大附属 １回戦敗退
関西 ３回戦敗退

女子 岡山学芸館 １回戦敗退
山陽女子 １回戦敗退

個人男子　　　シングルス 土田　啓太 2 関西 ３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　　　５０ｋｇ級 藤森　美彰 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 光岡　裕也 2 おかやま山陽 ３回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 平賀　伸明　 2 笠岡工業 １回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 小出　大輔　 2 関西 ２回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 雪本　正輝 2 備前緑陽 １回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 片山　幸也 2 倉敷 ２回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 近藤　龍海 2 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 清水　瑛晶 2 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 中尾　隼人　 1 倉敷 １回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 森　康貴 2 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 秋田　大介 1 備前緑陽 ２回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 伊賀　優紀　 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子　　１２０ｋｇ級 今井　彰大 2 関西 ３回戦敗退
男子　　１２０ｋｇ級 藤田　悠矢 2 高松農業 ３回戦敗退

25 ボート 団体 男子ダブルスカル 関西 １位
男子舵手付きクオドルプル 関西 １０位
女子舵手付きクオドルプル 岡山東商 １５位

個人 男子　シングルスカル 河井　京介 2 関西 ２位
女子　シングルスカル 木村　早希 2 岡山東商業 １６位

26 自転車競技 個人 １ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 滝本　泰行 2 岡山工業 １位
スプリント 野上　竜太 2 岡山工業 １位
スクラッチ 足立　竜一 2 岡山工業 予選落選
ポイントレース 渡部　将太 1 岡山工業 ２０位
ケイリン 田邊　裕征 1 岡山工業 ２回戦落選
スプリント 畝木　聖 1 興陽 予選落選
スクラッチ 島崎慎太郎 2 東岡山工業 予選途中棄権
ケイリン 岡野　凌也 1 水島工業 １回戦敗退
スクラッチ 本郷　雄眞 1 水島工業 予選落選
ポイントレース 川崎孝一郎 1 水島工業 １５位
500ｍタイムトライアル 三宅　玲奈 2 岡山工業 ２位
ケイリン 三宅　玲奈 2 岡山工業 ２位
ロード・レース 足立　竜一 2 岡山工業 ３４位



種　　　目種　　  　別 出場校・選手名 結　　果 備     考
ロード・レース 島崎慎太郎 2 東岡山工業 棄権
ロード・レース 畝木　聖 1 興陽 途中棄権
ロード・レース 川崎孝一郎 1 水島工業 途中棄権
ロード・レース 三宅　玲奈 2 岡山工業 ３位

団体 男子学校対抗 岡山工業 ３位
女子学校対抗 岡山工業 ２位

29 空手道 団体男子　形 おかやま山陽 ３回戦敗退
女子　形 おかやま山陽 ３回戦敗退
男子　組手 おかやま山陽 ５位
女子　組手 おかやま山陽 ３回戦敗退

個人男子　形 西山　走 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
芳家　剣 2 おかやま山陽 ２回戦敗退

女子　形 堀田　幸江 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
平　紗枝 1 おかやま山陽 ２回戦敗退

男子　組手 杉本　一樹 2 おかやま山陽 ５位
早田　知孝 2 おかやま山陽 １回戦敗退
市本　寛 2 おかやま山陽 １回戦敗退

女子　組手 加藤　胡桃 2 おかやま山陽 １回戦敗退
平　紗枝 1 おかやま山陽 ２回戦敗退

30 なぎなた 団体女子 興陽 ２回戦敗退
勝間田 １回戦敗退

個人女子 西川小依 2 勝間田 ２回戦敗退
正辻知果 1 勝間田 ２回戦敗退
磯本優奈 2 興陽 ２回戦敗退

31 少林寺拳法 団体 男子　  　演武の部 岡山工業 予選敗退
個人男子規定組演武 前田　拓弥 2 関西

植松　洋貴 1
男子規定組演武 万治　博己 2 岡山工業

河上　　裕 2
男子自由組演武 中尾　亮河 2 岡山工業

小林　高大 1
男子自由組演武 阿部　聖彦 2 金光学園

原田　博史 2
男子規定単独演武 小林　雅治 1 岡山工業 予選敗退
男子規定単独演武 丸山　　聖 2 金光学園 予選敗退
男子自由単独演武 小玉　有哉 2 総社南 予選敗退
男子自由単独演武 畝岡　純平 2 津山商業 予選敗退
女子規定組演武 脇本　千晶 2 岡山工業

天元　奈生 2
女子規定組演武 瀧本　夏綺 2 岡山工業

平松　愛子 2
女子自由組演武 山本　百紅 1 津山東

小阪田　遥香 2
女子規定単独演武 辻　亜沙美 1 岡山理大附属 予選敗退
女子規定単独演武 藤江　果穂 1 岡山工業 予選敗退
女子自由単独演武 難波　　彩 2 倉敷中央 予選敗退
女子自由単独演武 内野　　綾 1 玉島 予選敗退

33 アーチェリー 個人 男子　 平山　洋基 1 理大附属 ２３位
男子　 服部　公香 2 倉敷天城 ５６位

倉敷工業 ２１位
岡山商大附属 ２位
明誠学院 ２２位

女子 岡山商大附属 ６位

河邊　領治 1 岡山商大附属
個人１０位
総合６位
選手権者決定戦５位

神吉　宏光 2 倉敷工業
個人６６位
総合６６位

黒川　翔太 2 倉敷工業
個人６４位
総合６４位

今井　瑠也 2 倉敷工業
個人６９位
総合７０位

山際　龍暉 2 明誠学院
個人７０位
総合６９位

縄田　郁也 2 明誠学院
個人６３位
総合６３位

中務　晶太 1 岡山芳泉
個人３０位
総合１７位

岡　　駿佑 1 商大附属
個人２５位
総合２２位

小泉　沙織 2 岡山商大附属
個人３２位
総合２５位

髙淵　佳恋 2 岡山商大附属
個人５位
総合４位
選手権者決定戦１１位

予選敗退

予選敗退

男子

女子

男子

１４位

予選敗退

１０位

予選敗退

１３位

ボウリング34

個人

団体



種　　　目種　　  　別 出場校・選手名 結　　果 備     考

田中　亜美 2 笠岡商業
個人９位
総合５位
選手権者決定戦３位

37 ライフル射撃 個人 ビームピストル 八杉　　豊 1 倉敷翠松 334点　　15位
立射40発
ビームライフル 小林　真奈 2 倉敷翠松 391点　　16位
立射40発

ゴルフ 個人男子 島野　璃央 2 作陽 ２４位
岡本　伸哉 作陽 ５９位
小坂　凌太 作陽 予選ラウンド敗退
坂本　一馬 作陽 予選ラウンド敗退
原　みくと 2 津山商業 予選ラウンド敗退
宮原　啓太 作陽 予選ラウンド敗退

女子 徐　磨未 作陽 ５位
竹山　佳林 1 作陽 ６２位
丹　萌乃 1 作陽 １５位
知念　梨沙 作陽 ７１位

女子

ボウリング34

個人


