
種　　　目 結　　果
2 体操 体操競技

個人 男子個人総合 鈴木　涼功 2 関西 １４位
男子個人総合 藤尾　拓海 1 関西 ２９位
男子個人総合 松本　悠佑 1 関西 30位
男子個人総合 結城　将友 2 関西 ３９位
種目別　あん馬 鈴木　涼功 2 関西 ２位
種目別　あん馬 松本　悠佑 1 関西 ７位
種目別　あん馬 藤尾　拓海 1 関西 ８位
種目別　あん馬 結城　将友 2 関西 ８位
種目別　つり輪 鈴木　涼功 2 関西 ２９位
種目別　つり輪 松本　悠佑 1 関西 ４０位
種目別　つり輪 藤尾　拓海 1 関西 ４９位
種目別　つり輪 結城　将友 2 関西 ５３位
種目別　跳馬 鈴木　涼功 2 関西 ２３位
種目別　跳馬 結城　将友 2 関西 ３２位
種目別　跳馬 藤尾　拓海 1 関西 ４２位
種目別　跳馬 松本　悠佑 1 関西 ４４位
種目別　平行棒 松本　悠佑 1 関西 ２３位
種目別　平行棒 藤尾　拓海 1 関西 ２８位
種目別　平行棒 鈴木　涼功 2 関西 ３２位
種目別　平行棒 結城　将友 2 関西 ３９位
種目別　鉄棒 鈴木　涼功 2 関西 １２位
種目別　鉄棒 松本　悠佑 1 関西 ２３位
種目別　鉄棒 藤尾　拓海 1 関西 ２８位
種目別　鉄棒 結城　将友 2 関西 ３２位
女子個人総合 吉田李奈 2 山陽女子 ３７位
種目別　跳馬 吉田李奈 2 山陽女子 ３９位
種目別　段違い平行棒 吉田李奈 2 山陽女子 ３６位
種目別　平均台 吉田李奈 2 山陽女子 ２２位
種目別　床運動 吉田李奈 2 山陽女子 ４２位

新体操
個人総合９位
スティック６位
リング６位
ロープ１０位
クラブ９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 ２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 ２位

6 卓球 男　　　子 関西 決勝トーナメント１回戦
男　　　子 倉敷工業 予選リーグ敗退
女　　　子 山陽女子 ３位
女　　　子 就実 予選リーグ敗退

個人 男子　シングルス（２部） 佐藤　正隆 2 岡山工業 決勝トーナメント１回戦
女子　シングルス（２部） 田口　有希子 2 美作 決勝トーナメント１回戦

7 ハンドボール 団体 男子 岡山理大附属 ２回戦敗退
女子 玉野光南 ３回戦敗退
男子 岡山学芸館 １回戦敗退
女子 作陽 ２回戦敗退

10 バドミントン 団体 男子 水島工業 ５位
女子 山陽女子 ２回戦敗退

個人 男子シングルス 一井　亮太 1 水島工業 ５位
1
1

女子シングルス 善家　百合子 1 山陽女子 １回戦敗退
2
1

11 ソフトボール 団体 男子 岡山県共生 ３回戦敗退
女子 創志学園 １位

12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 決勝トーナメント１回戦敗退
個人 緋田　俊輔 2 理大附属 ２回戦敗退

小野　陽介 2 理大附属 ２回戦敗退
辻　　忠樹 1 理大附属 ２回戦敗退

8 サッカー 団体

男子ダブルス ５位

平成２8年度全国選抜大会結果一覧
種　　  　別 出場校・選手名

団体

２回戦敗退

男子 小寺　理久 1

女子ダブルス

個人

森川　紗彩華
寺尾　奈津実

山陽女子

井原

一井　亮太
藤井　凌

水島工業



13 スキー 個人 アルペン男子ＧＳ 寺元　誠二 1 津山東 ９８位
アルペン男子ＳＬ 寺元　誠二 1 津山東 ４６位
アルペン女子ＳＧ 緒形　沙耶 2 津山東 ７７位
アルペン女子ＳＬ 緒形　沙耶 2 津山東 ６１位
アルペン女子大回転 西川　華 2 金光学園 ７８位
クロスカントリー
男子15㎞ｸﾗｼｶﾙ 杉村　柊哉 3 勝山高校 蒜山校地 61位
男子10㎞フリー 杉村　柊哉 3 勝山高校 蒜山校地 69位
男子10㎞フリー 進賀　涼平 3 勝山高校 蒜山校地 85位
男子10㎞フリー 杉村　亮祐 1 津山東 153位
男子スプリント 杉村　柊哉 3 勝山高校 蒜山校地 127位
男子スプリント 進賀　涼平 3 勝山高校 蒜山校地 136位
男子スプリント 杉村　亮祐 1 津山東 131位
女子10㎞ｸﾗｼｶﾙ 立田　詩乃 1 勝山高校 蒜山校地 54位
女子5㎞フリー 小谷　貴子 2 勝山高校 蒜山校地 73位
女子5㎞フリー 立田　詩乃 1 勝山高校 蒜山校地 68位
女子5㎞フリー 本守　彩音 1 勝山高校 蒜山校地 71位
女子スプリント 小谷　貴子 2 勝山高校 蒜山校地 74位
女子スプリント 立田　詩乃 1 勝山高校 蒜山校地 70位
女子スプリント 本守　彩音 1 勝山高校 蒜山校地 75位

14 ボクシング 個人 男子ライトフライ級 川嶋　架威 2 倉敷工業 １回戦敗退
15 ソフトテニス 団体 女子 就実 ２回戦敗退
17 ウエイトリフテｨング 個人 男子　　　５３ｋｇ級スナッチ 森川　朋哉 2 笠岡工業 １１位

クリーン＆ジャーク １位
トータル ６位

男子　　　５６ｋｇ級スナッチ 新山　恭平 2 水島工業 ３位
クリーン＆ジャーク 記録なし

トータル 記録なし
男子　　　６２ｋｇ級スナッチ 松浦　辰馬 2 笠岡工業 ８位

クリーン＆ジャーク ９位
トータル １０位

女子　　　４８ｋｇ級スナッチ 川上　沙弥 2 倉敷商業 ５位
クリーン＆ジャーク ６位

トータル ６位
女子　　　４８ｋｇ級スナッチ 佐伯　綾香 1 倉敷商業 ８位

クリーン＆ジャーク ８位
トータル ７位

女子　　　６３ｋｇ級スナッチ 黒住　彩夏 2 笠岡工業 ７位
クリーン＆ジャーク ５位

トータル ６位
19 柔道 団体 男子 作陽 ２回戦敗退

女子 創志学園 ５位
個人 男子　　－６０ｋｇ級 富田　修一朗 2 関西 ３回戦敗退

男子　　－６６ｋｇ級 平野　達也 1 倉敷工業 ５位
男子　　－７３ｋｇ級 田村　幸之佑 2 作陽 ３回戦敗退
男子　　－８１ｋｇ級 加藤　韻 1 作陽 ３回戦敗退
男子　　　無差別級 村田　大征 2 作陽 ５位
女子　　－４８ｋｇ級 田中　そら 2 創志学園 ３回戦敗退
女子　　－５２ｋｇ級 堀田　るあ 1 創志学園 １回戦敗退
女子　　－５７ｋｇ級 古賀　ひより 1 創志学園 ３位
女子　　－６３ｋｇ級 浦　　 明澄 1 創志学園 ２位
女子　　　無差別級 岸本　菜々美 2 創志学園 ３回戦敗退

20 剣道 団体 男子 玉島 １回戦敗退
男子 西大寺 １回戦敗退
女子 興譲館 ３回戦敗退
女子 西大寺 １回戦敗退

21 弓道 団体 男子 岡山工業 ２位
女子 津山商業 予選敗退

個人 男子 井上　愛翔 2 岡山工業 準決勝敗退
大橋　法華 2 倉敷工業 予選敗退

女子 脇坂　育苗 2 興陽 予選敗退
真野　鈴花 2 瀬戸 予選敗退

23 テニス 団体 男子 岡山理大附属 ２回戦敗退
岡山学芸館 １回戦敗退

女子 岡山学芸館 ３回戦敗退
倉敷鷲羽 ２回戦敗退

個人 男子シングルス 星木　昇 2 理大附属 ３回戦敗退
男子シングルス 有泉　智寛 2 岡山学芸館 予選敗退
女子シングルス 平田　　歩 2 岡山学芸館 ５位
女子シングルス 藤原　瑠音 2 倉敷鷲羽 予選敗退



24 レスリング 団体 男子 倉敷 １回戦敗退
おかやま山陽 ２回戦敗退

個人 男子　　　５０ｋｇ級 古家野　蓮 2 高松農業 ２回戦敗退
男子　　　５５ｋｇ級 松田　隆希 2 倉敷 １回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 小見山　瞬 2 笠岡工業 ２回戦敗退
男子　　　６０ｋｇ級 高橋　君太 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 井上　海星 1 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　６６ｋｇ級 妹尾　立騎 2 倉敷 ２回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 小野　大輔 2 笠岡工業 １回戦敗退
男子　　　７４ｋｇ級 木村　祐介 2 倉敷 ２回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 松岡　太一 2 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 宮嶋　麟太朗 1 おかやま山陽 １回戦敗退
男子　　　８４ｋｇ級 藤井　海斗 2 笠岡工業 ３回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 松浦　悠介 2 笠岡工業 １回戦敗退
男子　　　９６ｋｇ級 松田　征哉 1 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　１２０ｋｇ級 森川　絢介 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
男子　　　１２０ｋｇ級 中塚　健太 1 倉敷鷲羽 ２回戦敗退

25 ボート 団体 男子舵手付クォドルプル 関西 ６位
男子ダブルスカル 関西 20位

個人 男子シングルスカル 太田　海也 2 備前緑陽 ２位
女子シングルスカル 細川　桃花 2 岡山東商業 20位

26 自転車競技 個人 ｽｸﾗｯﾁ 岡村　郁弥 2 岡山工業 1位
3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ
･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ

細中　翔太 2 岡山工業 １０位

ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 岡﨑　大志 2 岡山工業 １１位
1kmﾀｲﾑ･ﾄﾗｲｱﾙ 晝田　宗一郎 2 岡山工業 ３位
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 服部　幸之助 2 岡山工業 予選落選
ｹｲﾘﾝ 奥田　大登 2 岡山工業 敗者復活戦落選
ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾚｰｽ 木下　佳祐 2 水島工業 １５位
ロード・レース 岡村　郁弥 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 細中　翔太 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 岡﨑　大志 2 岡山工業 途中棄権
ロード・レース 木下　佳祐 2 水島工業 途中棄権

28 フェンシング 団体 男子フルーレ 岡山大安寺中等教育 ２回戦敗退
男子 エペ 岡山大安寺中等教育 ２位
男子 サーブル 玉野光南 ３位

29 空手道 団体 男子形 おかやま山陽 １回戦敗退
男子組手 おかやま山陽 １回戦敗退
男子組手 倉敷 １回戦敗退
女子形 おかやま山陽 ３回戦敗退

個人 男子形 平野　壱也 1 倉敷 １回戦敗退
西本　達哉 1 おかやま山陽 ２回戦敗退

男子組手 前岡　諄哉 1 倉敷 ３回戦敗退
女子形 安川　和 2 おかやま山陽 １回戦敗退

30 なぎなた 団体 女子 興陽 １回戦敗退
個人 女子 安藤　瑠音 2 美作 ４回戦敗退

岡村　瞭似奈 2 興陽 ２回戦敗退
菊地　真菜美 2 興陽 ２回戦敗退

31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　 岡山工業 予選敗退
個人 鶴崎　翔大 2 総社

矢吹　公希 2 総社
浜倉　亮 2 関西
横溝　拓海 2 関西
山中　康平 2 岡山工業
鉦谷　龍平 2 岡山工業

男子規定単独演武 谷　　 総市朗 1 金光学園 ３位
男子規定単独演武 片山　裕太 1 総社 予選敗退
男子自由単独演武 友田　直陽 2 金光学園 予選敗退
男子自由単独演武 在間　拓斗 2 岡山工業 ７位

池田　朱里 1 金光学園
森藤　由衣 1 金光学園
近藤　汐音 1 岡山工業
二部野　愛海 1 岡山工業
河本　あかり 2 津山東
岸部　楓 1 津山東

女子自由組演武 岸　　　園薫 1 総社
逸見　百音 1 総社

女子規定単独演武 大久保　芽依 1 岡山工業 ２位
女子規定単独演武 池田　芽生 1 金光学園 予選敗退
女子自由単独演武 井上　日和 2 金光学園 １１位

男子自由組演武

女子規定組演武

女子規定組演武

女子自由組演武

男子自由組演武 予選敗退

予選敗退

予選敗退

男子規定組演武 予選敗退

予選敗退

予選敗退

予選敗退



女子自由単独演武 瀬川　　凛 2 総社 予選敗退
混合 岡山 予選落選
個人 男子 中西　絢哉 2 理大附属 ３回戦敗退

籠田　晃輝 1 備前緑陽 ２回戦敗退
女子 伊東　香実 2 備前緑陽 １回戦敗退

34 ボウリング 団体 男子 倉敷工業 16位
明誠学院 １７位

個人 柴田　竜吾 2 倉敷工業 ５３位
柴田　竜吾 2 倉敷工業 総合５４位
五島　颯仁 2 倉敷工業 ３８位
五島　颯仁 2 倉敷工業 総合３９位
武藤　　基 2 倉敷工業 ５９位
武藤　　基 2 倉敷工業 総合５８位
早瀬　一輝 1 倉敷工業 ５５位
早瀬　一輝 1 倉敷工業 総合５６位
近藤　壮 2 明誠学院 ５２位
近藤　壮 2 明誠学院 総合４２位
山崎　玲旺 2 明誠学院 ５０位
山崎　玲旺 2 明誠学院 総合６０位
雪吉　祥太 2 明誠学院 ５１位
雪吉　祥太 2 明誠学院 総合５２位
茅野　翔 2 明誠学院 ５４位
茅野　翔 2 明誠学院 総合５３位
佐々木翔吾 2 岡山商大附属 ２６位
佐々木翔吾 2 岡山商大附属 総合２３位

団体 女子 明誠学院 １１位
個人 女子 鈴木　方菜美 2 岡山一宮 ５位

鈴木　方菜美 2 岡山一宮
吉元　舞依子 1 林野 １３位
吉元　舞依子 1 林野
田中　玲美 1 龍谷 ９位
田中　玲美 1 龍谷
船越　優花 2 明誠学院 ３８位
船越　優花 2 明誠学院
野口　はづき 2 明誠学院 ４０位
野口　はづき 2 明誠学院
大林　令奈 2 岡山商大附属 1位
大林　令奈 2 岡山商大附属 総合１位

選手権者決定戦 大林　令奈 2 岡山商大附属 ３位
吉元　舞依子 1 林野 １１位
田中　玲美 1 龍谷 １２位
鈴木　方菜美 岡山一宮 ５位

37 ライフル射撃 個人 ビームライフル立射60発 藤目　颯 1 倉敷翠松 ５位
ビームライフル立射60発 小坂　裕翼 2 倉敷翠松 １５位
ビームライフル女子立射４０発 池田　彩乃 2 倉敷翠松 ５位

38 ゴルフ 個人 男子 重友　稜央 2 関西 ３６位
上野　陸 2 作陽 ４１位
高橋　海理 2 作陽 ５９位

女子 須江　唯加 2 作陽 ３５位
石川　怜奈 2 作陽 ４２位
楠山　萌 2 作陽 ５９位

男子

33 アーチェリー


