
種　　　目 結果
2 体操 体操競技

個人 男子 堀内柊澄 2 関西

個人総合３０位
床運動２１位
あん馬８位
つり輪４７位
跳馬５５位
平行棒５５位
鉄棒２位

米倉英信 2 関西

個人総合４位
床運動７位
あん馬１１位
つり輪１２位
跳馬２位
平行棒９位
鉄棒３位

柚木健大朗 2 関西
個人総合６０位
あん馬９位

神本　将 1 関西

個人総合１８位
床運動３０位
あん馬２５位
つり輪２６位
跳馬３８位
平行棒６位
鉄棒１１位

前田航輝 1 関西

個人総合１０位
床運動１８位
あん馬５位
つり輪２０位
跳馬２２位
平行棒１１位
鉄棒３３位

女子 小橋史佳 2 就実

個人総合２７位
跳馬３６位
段違い平行棒２３位
平均台３３位
床運動２２位

新体操

個人 男子 小川恭平 1 井原

個人総合６位
リング５位
ロープ１１位
クラブ４位

女子 桜井華子 2 山陽女子

個人総合９位
フープ２位
クラブ４位
ボール１６位
リボン１８位

河野　珠 2 岡山南

個人総合１６位
フープ１６位
クラブ１３位
ボール１８位
リボン１５位

4 バスケットボール 団体 男子 岡山工業 ２回戦敗退
女子 就実 ３回戦敗退

5 バレーボール 団体 男子 玉野光南 ２回戦敗退
女子 就実 ２回戦敗退

6 卓球 男　　　子 関西 １次リーグ敗退
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団体



男　　　子 倉敷工業 １次リーグ敗退

女　　　子 就実
決勝トーナメント１回
戦敗退

女　　　子 山陽女子 １次リーグ敗退

個人 男子　シングルス（２部） 中川　悠斗 1 新見 予選リーグ敗退
女子　シングルス（２部） 細野　佑月 1 岡山芳泉 ３位

7 ハンドボール 団体 男子 総社 ３回戦敗退
女子 玉野光南 ５位
男子 玉野光南 １回戦敗退
女子 作陽 １回戦敗退

高梁日新 １回戦敗退
10 バドミントン 団体 男子 水島工業 １回戦敗退

女子 倉敷中央 ３回戦敗退
個人 男子シングルス 山下　恭平 1 水島工業 ５位

奥山　晃輔 2
山下　恭平 1

女子シングルス 香山　未帆 1 倉敷中央 ２回戦敗退
11 ソフトボール 団体 男子 笠岡工業 ２回戦敗退

女子 創志学園 ２位
12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 予選敗退

個人 板見　大樹 2 理大附属 予選敗退
磯﨑　進吾 2 理大附属 予選敗退
増井　爽介 1 理大附属 １回戦敗退
森島　聖士 2 理大附属 １回戦敗退
山本　夢宙 2 理大附属 予選敗退

13 スキー 個人 男子大回転 寺元　紀登 2 津山工業 １０４位
男子回転 綱沢　徹成 2 津山工業 ７８位
男子1.2㎞ｽﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗｼｶﾙ 杉村 柊哉 勝山高校蒜山校地 予選

立田 康樹 勝山高校蒜山校地 予選
本守 冬也 勝山高校蒜山校地 予選
進賀 涼平 勝山高校蒜山校地 予選

男子15㎞ｸﾗｼｶﾙ 杉村 柊哉 勝山高校蒜山校地 ５６位
男子10㎞フリー 杉村 柊哉 勝山高校蒜山校地 １１８位

進賀 涼平 勝山高校蒜山校地 １３９位
立田 康樹 勝山高校蒜山校地 １５１位
本守 冬也 勝山高校蒜山校地 １５８位

14 ボクシング 個人 ピン級 長谷部　大地 1 倉敷翠松 １回戦敗退
ライトフライ級 久保　翔平 1 関西 １回戦敗退
フライ級 岡﨑　陽飛 1 岡山工業 １回戦敗退
バンタム級 小川　紫蓮 1 関西 １回戦敗退
ライト級 前田　莉貴也 2 倉敷翠松 １回戦敗退
ライトウェルター級 河井　巧 2 関西 １回戦敗退
ウェルター級 西山　禎紀 1 岡山工業 ５位
ミドル級 西田　浩樹 1 関西 １回戦敗退
女子ピン級 冨永　うらら 1 岡山工業 ３位

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理科大附属 ３回戦敗退
明誠学院 ２回戦敗退

女子 就実 ２回戦敗退
17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　５６ｋｇ級スナッチ 森谷　一歩 2 東岡山工業 ２位

クリーン＆ジャーク ６位
トータル ４位

8 サッカー 団体

男子ダブルス 水島工業 ５位

団体



男子　　　５６ｋｇ級スナッチ 髙橋　尚生 2 笠岡工業 １０位
クリーン＆ジャーク ８位

トータル ６位
男子　　　６２ｋｇ級スナッチ 和氣　辰弥 2 倉敷工業 ６位

クリーン＆ジャーク １２位
トータル １０位

男子　　　６９ｋｇ級スナッチ 岡本　雅史 1 水島工業 ３位
クリーン＆ジャーク ５位

トータル ３位
男子　　　９４ｋｇ級スナッチ 小林　和哉 2 東岡山工業 ９位

クリーン＆ジャーク 記録なし
トータル 記録なし

男子　　１０５ｋｇ級スナッチ 丸本　大翔 2 水島工業 １位
クリーン＆ジャーク １位

トータル １位
女子　　　４８ｋｇ級スナッチ 小林　美智子 2 倉敷商業 ８位

クリーン＆ジャーク ３位
トータル ４位

女子　　　６３ｋｇ級スナッチ 葛原　麻結 2 玉野光南 ２位
クリーン＆ジャーク ３位

トータル ２位
19 柔道 団体 男子 作陽 ３回戦敗退

女子 創志学園 ３回戦敗退
個人 男子　　－６０ｋｇ級 中尾　勇登 2 作陽 ２回戦敗退

男子　　－７３ｋｇ級 奥田　将基 2 作陽 １回戦敗退
男子　　－８１ｋｇ級 中村　光樹 2 作陽 １回戦敗退
男子　　－９０ｋｇ級 義見　祐太 2 作陽 １回戦敗退
男子　　　無差別級 岩崎　恒紀 2 作陽 ３回戦敗退
女子　　－５２ｋｇ級 小倉　葵 2 創志学園 ２回戦敗退
女子　　－５７ｋｇ級 柏原　愛 1 創志学園 １回戦敗退
女子　　－６３ｋｇ級 三浦　裕香理 1 創志学園 ５位
女子　　－７０ｋｇ級 中山　恵理 1 岡山理大附 ５位
女子　　　無差別級 マロン小春 2 創志学園 ２回戦敗退

20 剣道 団体 男子 興譲館 予選敗退
女子 西大寺 予選敗退

21 弓道 団体 男子 岡山工業 ２位
女子 岡山一宮 予選敗退

個人 男子 大　瀬　仁　大 岡山南 予選敗退
福　原　　　諒 興陽 ベスト４

女子 竹　内　実　花 総社南 予選敗退
安　藤　晴　菜 津山商業 予選敗退

23 テニス 団体 男子 岡山理科大附属 ベスト４
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 楠原　悠介 2 理大附 ５位
榊原　颯 2 関西 ２回戦敗退

女子　　　シングルス 中塚　桃子 1 岡山学芸館 ２回戦敗退
室山　志帆 2 山陽女子 予選敗退

24 レスリング 団体 男子 高松農業 ２回戦敗退
おかやま山陽 ２回戦敗退

個人 男子　　　５０ｋｇ級 小宮　涼雅 1 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 山本　広吉 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 中　　勇二 1 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 高森　樹己 2 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 新谷　修啓 2 関西 ２回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 小西　央記 2 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 川上　巧真 2 関西 １回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 大月　孝優 2 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 高山　　空 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 北條　良真 1 高松農業 ３回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 島田　　樹 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 谷本　泰啓 2 笠岡工業 １回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 森川　星河 1 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　１２０ｋｇ級 寶諸　将人 1 おかやま山陽 ３位



男子　　　１２０ｋｇ級 守安　奎人 1 倉敷 ２回戦敗退
25 ボート 団体 男子ダブルスカル 関西 ３位

男子舵手付きクオドルプル 岡山東商 ５位
女子舵手付きクオドルプル 岡山東商 予選敗退

26 自転車競技 団体 学校対抗 岡山工業 ５位
個人 １ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 岡本　大成 2 岡山工業 ４位

スプリント 田中　克久 2 岡山工業 ２位
ポイントレース 林　高史 2 岡山工業 予選敗退
３ｋｍインディヴィデュアル
パーシュート

岡野　竜希 2 岡山工業 １２位

ケイリン 細川　洸貴 2 岡山工業 ２回戦落選
スクラッチ 昼田　達哉 1 岡山工業 予選敗退
スクラッチ 黒川　晴智 2 東岡山工業 予選敗退
３ｋｍインディヴィデュアル
パーシュート

小野　舜介 2 興陽 ７位

スクラッチ 大橋　孝幸 2 水島工業 予選敗退
ポイントレース 藤田　俊輔 2 水島工業 １４位
ロード・レース 岡野　竜希 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 田中　克久 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 黒川　晴智 2 東岡山工業 ７位
ロード・レース 小野　舜介 2 興陽 ３１位
ロード・レース 藤田　俊輔 2 水島工業 ３０位
ケイリン 山手　春香 2 興陽 予選敗退
スクラッチ 山手　春香 2 興陽 予選敗退
２ｋｍインディヴィデュアル
パーシュート

根岸　恵美 1 興陽 ５位

スクラッチ 根岸　恵美 1 興陽 ３位
500ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 吉原　朱美 1 興陽 ９位
ケイリン 吉原　朱美 1 興陽 予選敗退
ロード・レース 山手　春香 2 興陽 ３０位
ロード・レース 根岸　恵美 1 興陽 ８位
ロード・レース 吉原　朱美 1 興陽 ２３位

28 フェンシング 団体 男子 岡山大安寺中等教育学校 予選リーグ敗退
女子 岡山大安寺中等教育学校 決勝T１回戦敗退

29 空手道 団体 男子形 おかやま山陽 ２回戦敗退

男子組手 岡山朝日 ２回戦敗退

おかやま山陽 ５位

女子組手 おかやま山陽 ベスト１６

個人 男子形 大上　健 2 おかやま山陽 ２回戦敗退

舩越　大和 2 倉敷 ２回戦敗退

男子組手 岡田　崚汰 1 岡山朝日 １回戦敗退

女子組手 平野　海音 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
30 なぎなた 団体 女子 勝間田 １回戦敗退

個人 男子 岡村　優一郎 2 興陽 ３回戦敗退
兼安　智也 2 興陽 ２回戦敗退

女子 絹田　千穂 2 勝間田 ４回戦敗退
水島　千里 2 勝間田 ４回戦敗退
衣笠ひなの 2 勝間田 ３回戦敗退

31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　 岡山工業 予選落選
個人 男子自由組演武 河野　拓祈 2 岡山工業

三鴨　和正 2 岡山工業
男子自由組演武 小林　正人 2 岡山工業

白神　拓実 2 岡山工業
男子規定単独演武 下山　圭亮 1 岡山工業 予選落選
男子規定単独演武 八重樫　凌 2 岡山理大附 予選落選
男子自由単独演武 中野　真聡 2 金光学園 １３位
男子自由単独演武 植松　弘貴 1 関西 予選落選

予選落選

予選落選



女子自由単独演武 難波　美咲 1 倉敷翠松 予選落選
女子自由単独演武 中尾　好花 1 津山 予選落選

混合 ５位
個人 男子 野田　翼 2 理大附属 １回戦敗退

女子 竹内　美紅 2 備前緑陽 ４回戦敗退
岡本　須実令 1 備前緑陽 ２回戦敗退

34 ボウリング 団体 男子 勝間田 ８位
女子 岡山商大附 ７位

個人

女子

37 ライフル射撃 個人
ビームライフル男子
立射60発

和田　光輔 1 倉敷翠松 ７位

38 ゴルフ 個人 男子 大嶋　炎 2 作陽 最終ラウンド失格
生源寺　龍憲 1 作陽 ３４位
大島康平 1 関西 予選ラウンド
藤山大耀 1 作陽 予選ラウンド
山崎塁 1 関西 予選ラウンド
田中一輝 1 関西 予選ラウンド

女子 渋野日向子 作陽 １６位
成沢　祐美 2 作陽 ３１位
逢沢　菜央 2 作陽 ３９位

33 アーチェリー

後藤　光太郎 ２
明誠学院 総合６８位

中西　祐介
　
２ 倉敷工業 総合５９位

岡山商大附属
個人７位
総合６位
選手権者決定戦１位

野﨑　湧雅

石原　大輝

小川　瑞貴

安延　龍汰

高見　元太朗

藤原　啓太

高尾　篤也 ２
倉敷工業 総合６７位

　
２ 倉敷工業 総合５７位

石部　佑汰
　
１ 勝間田 総合５８位

男子 石部　宏汰 1 勝間田
個人２８位
総合２０位

笹原　有貴 1 林野 総合４１位

山村　虹斗

谷口　柊平

明誠学院

1
　
２
　
２

1
　
２

1

岡山商大附属

倉敷工業

倉敷工業

明誠学院

倉敷工業

明誠学院

　
２

明誠学院

岡山商大附属

1

明誠学院

　
２

総合７４位

総合７５位

総合７６位

総合８１位

総合８３位

総合８４位

個人３９位
総合３９位
個人４０位
総合４０位
個人４１位
総合４１位

総合８５位

佐田野　夏生

楢本　悠

山本　美緒

　
２
　
２

西中川　茉央


