
種　　　目 結果 備               考
2 体操 体操競技

個人 男子　個人総合 佐藤　紘翔 2 関西 １０位
長谷川　智将 1 関西 ２１位
野邊地　宏大 1 関西 ３５位
上田　拓弥 1 関西 ３８位
梶谷　尚宏 2 関西 ３２位
三五　雅人 1 関西 ４０位

男子　種目別　床運動 佐藤　紘翔 2 関西 ２９位
長谷川　智将 1 関西 ３１位
野邊地　宏大 1 関西 ３５位
上田　拓弥 1 関西 ３５位
梶谷　尚宏 2 関西 ２０位
三五　雅人 1 関西 ２２位

男子　種目別　あん馬 佐藤　紘翔 2 関西 １１位
長谷川　智将 1 関西 ５位
野邊地　宏大 1 関西 ３０位
上田　拓弥 1 関西 ２２位
梶谷　尚宏 2 関西 １９位
三五　雅人 1 関西 ４３位

男子　種目別　つり輪 佐藤　紘翔 2 関西 １９位
長谷川　智将 1 関西 ２７位
野邊地　宏大 1 関西 ３９位
上田　拓弥 1 関西 ５位
梶谷　尚宏 2 関西 ２１位
三五　雅人 1 関西 ２３位

男子　種目別　跳馬 佐藤　紘翔 2 関西 ９位
長谷川　智将 1 関西 ３８位
野邊地　宏大 1 関西 ３１位
上田　拓弥 1 関西 ４３位
梶谷　尚宏 2 関西 ３２位
三五　雅人 1 関西 ２２位

男子　種目別　平行棒 佐藤　紘翔 2 関西 １４位
長谷川　智将 1 関西 ２８位
野邊地　宏大 1 関西 ３２位
上田　拓弥 1 関西 ４５位
梶谷　尚宏 2 関西 ４０位
三五　雅人 1 関西 ４４位

男子　種目別　鉄棒 佐藤　紘翔 2 関西 １６位
長谷川　智将 1 関西 １３位
野邊地　宏大 1 関西 １６位
上田　拓弥 1 関西 ２９位
梶谷　尚宏 2 関西 １８位
三五　雅人 1 関西 ２２位

女子　個人総合 大石　今日子 2 山陽女子 １０位
堀　真奈美 2 山陽女子 ３２位
栗原　愛実 1 山陽女子 棄権
時枝　里衣 1 山陽女子 １８位
枝松　真由香 1 山陽女子 ３９位

女子　種目別　跳馬 大石　今日子 2 山陽女子 ９位
堀　真奈美 2 山陽女子 ３４位
栗原　愛実 1 山陽女子 棄権
時枝　里衣 1 山陽女子 １４位
枝松　真由香 1 山陽女子 １９位

女子　種目別　段違い平行棒大石　今日子 2 山陽女子 ２０位
堀　真奈美 2 山陽女子 ３９位
栗原　愛実 1 山陽女子 棄権
時枝　里衣 1 山陽女子 ２５位
枝松　真由香 1 山陽女子 ４１位

女子　種目別　平均台 大石　今日子 2 山陽女子 ７位
堀　真奈美 2 山陽女子 ３８位
栗原　愛実 1 山陽女子 棄権
時枝　里衣 1 山陽女子 ２０位
枝松　真由香 1 山陽女子 ４２位

女子　種目別　床運動 大石　今日子 2 山陽女子 ４位
堀　真奈美 2 山陽女子 ２１位
栗原　愛実 1 山陽女子 棄権
時枝　里衣 1 山陽女子 １２位
枝松　真由香 1 山陽女子 ４３位

新体操
個人 男子総合 友國　剛章 2 井原 ６位

男子種目別スティック 友國　剛章 2 井原 ６位
男子種目別リング 友國　剛章 2 井原 ５位
男子種目別ロープ 友國　剛章 2 井原 ７位
男子種目別クラブ 友國　剛章 2 井原 ８位
男子総合 細羽　勇貴 2 井原 ９位
男子種目別スティック 細羽　勇貴 2 井原 ７位
男子種目別リング 細羽　勇貴 2 井原 ９位
男子種目別ロープ 細羽　勇貴 2 井原 ５位
男子種目別クラブ 細羽　勇貴 2 井原 ９位

4 バスケットボール団体 男子 岡山学芸館 ２回戦敗退 １回戦70ｰ52（玉名工業：熊本）　2回戦75ｰ88（北陸：福井）　

女子 就実 ２回戦敗退 ２回戦66-74（八雲学園：東京）

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 団体 男子 倉敷工業 予選リーグ敗退
女子 就実 決勝トーナメント1回戦敗退 ベスト１６

個人 男子　　　シングルス（２部）木山　翔平 2 岡山工業 予選リーグ敗退
女子　　　シングルス（２部）山口　紗生 2 金光学園 予選リーグ敗退

7 ハンドボール 団体 男子 東岡山工業 ５位 準々決勝敗退
女子 明誠学院 ２回戦敗退

8 サッカー 団体 男子 作陽 ベスト１６
9 ラグビー 団体 男子

10 バドミントン 団体 水島工業 ２回戦敗退
個人 男子　シングルス 矢野嵩也 2 水島工業 ２回戦敗退

男子　ダブルス
山下昂大
怒田裕也　　組

2 水島工業 ２回戦敗退
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種　　　目 結果 備               考出場校・選手名種　　  　別
11 ソフトボール 団体 男子 新見 ２回戦敗退

女子 津山商業 ２回戦敗退
12 相撲 団体 男子 岡山理大附属 予選リーグ敗退

個人 男子 大元　隆志 2 理大附属 予選２回戦敗退
三宅　優弥 1 理大附属 予選１回戦敗退
徳地　拓哉 1 理大附属 予選２回戦敗退

13 スキー 個人
クロスカントリー
10kmクラシカル 小椋

おぐら
　　翼

つばさ 1 蒜山 ９８位

クロスカントリー
10kmフリー 小椋

おぐら
　　翼

つばさ 1 蒜山 ９５位

スーパージャイアントス
ラローム 伴野

ばんの
　晃平

こうへい 2 津山工業 途中棄権

〃 河村
かわむら

　曉帆
あきほ 2 理大附属 ５３位

ジャイアントスラローム 伴野
ばんの

　晃平
こうへい 2 津山工業 棄権

〃 河村
かわむら

　曉帆
あきほ 2 理大附属 ４０位

〃 名越
なごし

　由佳
ゆ か 2 新見 ５４位

〃 池田
いけだ

　絵美
え み 2 新見 ８３位

スラローム 小林
こばやし

　拓矢
たくや 2 津山工業 ８４位

〃 河村
かわむら

　曉帆
あきほ 2 理大附属 ３５位

〃 池田
いけだ

　絵美
え み 2 新見 ７６位

〃 名越
なごし

　由佳
ゆ か 2 新見 1本目途中棄権

14 ボクシング 個人 男子　バンタム級 藤田　健児 1 倉敷 優勝
　　　　フェザー級 藤田　大和 2 倉敷 優勝

15 ソフトテニス 団体 男子 岡山理大附属 ５位 ベスト８
女子 就実 ５位 ベスト８

17 ウエイトリフテｨング 個人男子　　　　５３ｋｇ級トータル   根石　裕介 2 水工 ４位
スナッチ   根石　裕介 2 水工 ３位
ジャーク   根石　裕介 2 水工 ６位

５６ｋｇ級トータル 　能登谷直人 2 倉工 記録なし
スナッチ 　能登谷直人 2 倉工 １２位
ジャーク 　能登谷直人 2 倉工 記録なし

５６ｋｇ級トータル 　井島　英泰 2 倉工 ５位
スナッチ 　井島　英泰 2 倉工 ５位
ジャーク 　井島　英泰 2 倉工 ６位

６２ｋｇ級トータル 　平松　慶大 2 倉工 ５位
スナッチ 　平松　慶大 2 倉工 ５位
ジャーク 　平松　慶大 2 倉工 ７位

６９ｋｇ級トータル 　加藤　　充 2 笠工 ２位
スナッチ 　加藤　　充 2 笠工 ３位
ジャーク 　加藤　　充 2 笠工 ２位

７７ｋｇ級トータル 　山本　徹也 2 東岡工 １０位
スナッチ 　山本　徹也 2 東岡工 ７位
ジャーク 　山本　徹也 2 東岡工 １１位

７７ｋｇ級トータル 　能勢　貴大 2 水工 ４位
スナッチ 　能勢　貴大 2 水工 優勝
ジャーク 　能勢　貴大 2 水工 ５位

８５ｋｇ級トータル 　青江　貴大 2 水工 ５位
スナッチ 　青江　貴大 2 水工 ９位
ジャーク 　青江　貴大 2 水工 ３位

　　　　８５ｋｇ級トータル 　渡邊　憲人 2 倉商 １１位
スナッチ 　渡邊　憲人 2 倉商 ６位
ジャーク 　渡邊　憲人 2 倉商 １２位

１０５ｋｇ級トータル 　山本　良太 2 東岡工 １０位
スナッチ 　山本　良太 2 東岡工 １０位
ジャーク 　山本　良太 2 東岡工 １０位

19 柔道 団体 男子 作陽 ５位 ベスト８
女子 おかやま山陽 １回戦敗退

個人 男子　　　　　　　－６０ｋｇ級守安　大介 2 作陽 ５位 ベスト８
　　　　　　　　　　－７３ｋｇ級香西　政宏 2 倉敷工業 ２回戦敗退
　　　　　　　　　　－８１ｋｇ級後藤　大夢 2 作陽 3回戦敗退
　　　　　　　　　 －100ｋｇ級 長澤　憲太 1 作陽 3回戦敗退
　　　　　　　　　 　無差別級 土屋　優貴 2 作陽 ５位 ベスト８
女子　　　　　　　－５２ｋｇ級忠政　恭子 2 倉敷工業 ２回戦敗退
　　　　　　　　　　－５７ｋｇ級扇　 有美 2 岡山学芸館 １回戦敗退
　　　　　　　　　　－６３ｋｇ級西村　葵 1 おかやま山陽 １回戦敗退
　　　　　　　　　　－７０ｋｇ級妹尾　奈波 2 岡山学芸館 ２回戦敗退
　　　　　　　　　　　無差別級江口　友望 2 おかやま山陽 ５位 ベスト８

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

21 弓道 団体 男子 岡山芳泉 予選落選
興陽 予選落選

女子 岡山南 予選落選
個人 男子 劔持　博史 2 倉敷工業 予選落選

川田　浩輝 2 倉敷工業 予選落選
女子 三宅　悠里 2 玉野商業 予選落選

原田　知美 2 興陽 予選落選
23 テニス 団体 男子 関西 3回戦敗退 ベスト１６

岡山学芸館 3回戦敗退 ベスト１６
女子 岡山学芸館 ５位

山陽女子 １回戦敗退
個人 男子　　　シングルス 小野　陽平 2 関西 4回戦敗退 ベスト１６

林　奕倫 2 岡山学芸館 3回戦敗退 ベスト３２
女子　　　シングルス 西本　恵 1 岡山学芸館 4回戦敗退 ベスト１６

原田　歩実 1 山陽女子 出場できず 団体戦1回戦負けなので



種　　　目 結果 備               考出場校・選手名種　　  　別
24 レスリング 団体 男子 倉敷

高松農業
個人 男子      　　　 　　　 ５０ｋｇ級海老　耕司 2 倉敷 １回戦敗退

５５ｋｇ級 谷澤　翔耶 2 高松農業 １回戦敗退
６０ｋｇ級 猪原　稔己 2 倉敷 3回戦敗退
６０ｋｇ級 香山　駿之介 2 高松農業 ２回戦敗退
６６ｋｇ級 島村　太朗 1 倉敷 3回戦敗退
６６ｋｇ級 清廣　淳 2 倉敷 １回戦敗退
７４ｋｇ級 山本　将吾 2 笠岡工業 ２回戦敗退
７４ｋｇ級 松嶋　勇樹 1 倉敷 １回戦敗退
８４ｋｇ級 山口　尚吾 2 笠岡工業 ２回戦敗退
８４ｋｇ級 平田　翔 1 倉敷 １回戦敗退
９６ｋｇ級 大平　統馬 2 高松農業 ５位 準々決勝敗退
９６ｋｇ級 掛谷　亮輔 2 笠岡工業 3回戦敗退

１２０ｋｇ級 鳴本　光希 2 笠岡工業 ２回戦敗退
１２０ｋｇ級 庄司　洋基 1 笠岡工業 ５位 準々決勝敗退

25 ボート 団体 男子           クオドルプル 関西 ２位
　　　　　　　　ダブルスカル 関西 予選落選

女子　　　　　　クオドルプル 岡山東商業 予選落選
ダブルスカル 操山 予選落選

個人 女子　　 　　シングルスカル 竹内　奈々 2 山陽女子 ６位
26 自転車競技 個人 ３KmI.P 黒瀬　耕平 2 岡山工業 ２位

スプリント 相野　芳輝 2 岡山工業 敗者復活戦落選
スクラッチ・レース 片岡　勇樹 2 岡山工業 予選落選
ケイリン 奥村　諭志 1 岡山工業 ７位
１ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 多田　晃紀 1 岡山工業 １５位
ケイリン 中藤　諒典 2 水島工業 ５位
１ｋｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 山本　　直 2 玉野商 ７位
ロード・レース 黒瀬　耕平 2 岡山工業 ４７位
〃 片岡　勇樹 2 岡山工業 棄権
〃 多田　晃紀 1 岡山工業 棄権

女子 ５００ｍﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 合田祐美子 2 朝日塾 ３位
個人 ２KmI.P 〃 〃 〃 予選１２位

個人ロード・レース 〃 〃 〃 １２位
29 空手道 団体 男子　形 おかやま山陽 ３位

女子　形 おかやま山陽 3回戦敗退
男子　組手 おかやま山陽 ３位
女子　組手 おかやま山陽 ２回戦敗退

個人 男子　形 伴　　佳喜 2 おかやま山陽 ５位
服藤　克哉 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
林田　至史 1 おかやま山陽 ３位

女子　形 影山日向子 1 おかやま山陽 3回戦敗退
國米　　櫻 2 岡山学芸館 3回戦敗退

男子　組手 岡本　小鉄 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
藤村　浩一 2 おかやま山陽 優勝

女子　組手 中村しおり 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
本山　詩織 2 おかやま山陽 ２回戦敗退
平川　紫帆 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
興陽 １回戦敗退

個人 女子 黒石　李恵 1 勝間田 １回戦敗退
河股　なつき 2 勝間田 １回戦敗退
守屋　沙紀 2 興陽 １回戦敗退

31 少林寺拳法 団体 男子　  　　　　　演武の部 関西 ６位
個人 男子規定組演武 竹本　貴馬 2 関西 ３位

高橋　　快 2
男子規定組演武 渡邊　翔太 2 水島工業 予選敗退

　 長谷川　照和 1
男子自由組演武 鍵山　聡之 1 関西 １３位

浮田　　卓 1
男子自由組演武 原田　拓也 2 笠岡商業 予選敗退

三上　哲矢 1
男子規定単独演武 植松　祐喜 1 関西 予選敗退
男子規定単独演武 倉田　和樹 1 金光学園 予選敗退
男子自由単独演武 黒川　卓弥 1 金光学園 予選敗退
男子自由単独演武 石原　直明 1 関西 １６位
女子規定組演武 岡　侑希 1 岡山工業 ４位

片上　光 1
女子自由組演武 角田　はるか 2 総社 １６位

大岡　瑠里 2
女子自由組演武 宇野　彩穂 2 岡山工業 予選敗退

福井　彩香 2
女子規定単独演武 清岡　秋子 1 金光学園 予選敗退
女子規定単独演武 松井　さくら 2 倉敷翠松 予選敗退
女子自由単独演武 弓場　康加 1 倉敷古城池 予選敗退
女子自由単独演武 松永　望未 2 津山 予選敗退

33 アーチェリー 個人 男子　 江口　直樹 2 理大附属 １２位
竹田　太郎 2 備前緑陽 ２１位

女子 入江　優 1 備前緑陽 ９位
中西　真衣 2 備前緑陽 ７０位

37 ライフル射撃 個人 ビームライフル立射６０発 西井　大典 2 倉敷翠松 ２０位
ビームライフル立射４０発 林　生子 2 高梁城南 １８位

ボウリング 団体 男子 倉敷工業 １９位
岡山商大付属 １４位
明誠学院 ２０位

女子 岡山商大付属 １７位
明誠学院 １２位

個人 男子 中原正平 2 倉敷工業 ６１位
片山一馬 2 倉敷工業 ６３位
向崎雄大 2 倉敷工業 ７６位
三宅遼太 1 岡山芳泉 ３６位
荒木聖也 2 岡山理大附属 ７１位
椎木和矢 2 明誠学院 ７３位
石田雄也 2 明誠学院 ６０位
松本直樹 2 明誠学院 ６８位
大水貴博 2 明誠学院 ７０位
山田義己 2 岡山商大付属 ３５位
信長靖 2 岡山商大付属 ７５位
高淵玲志 1 岡山商大付属 ８位

女子 尾池遥 1 岡山商大付属 ３４位
井上智絵 1 岡山商大付属 ５１位
石田あゆみ 1 明誠学院 ４７位
工藤柚香 1 明誠学院 ４５位


