
順位 競技 種別 種目 選手・団体名 備考欄 得点 入賞数

陸上 少年女子A 100ｍ 齋藤 愛美 倉敷中央高（２） 8

レスリング 少年男子 グレコ74Kg 北條 良真 高松農業高（３） 8

馬術 少年 馬場馬術 福岡 珠緒 就実高（１） 8

馬術 少年 自由演技馬場馬術 福岡 珠緒 就実高（１） 8

弓道 成年男子 遠的 吉田・古谷・西村 県警・マルシゲ工業・ＪＦＥﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞ 24

ライフル射撃 成年男子 10ｍS60M 岡田 直也 綜合警備保障 8

ライフル射撃 成年男子 10ｍP60M 岡田 直也 綜合警備保障 8

水泳競泳 成年男子 自由形50ｍ 中尾 駿一 岡山大学（３） 7

ボート 少年男子 シングルスカル 太田 海也 備前緑陽高（２） 7

自転車 成年男子 1ｋmタイム・トライアル 野上 竜太 鹿屋体大（３） 7

馬術 少年 二段階障害飛越 高橋 朱音 加古川南高（３） 7

ソフトボール 成年男子 岡山選抜 平林金属・環太平洋大 56

カヌー 成年男子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰK-1 1500m 山根 美千義 阪神溶接機材 7

カヌー 成年男子 ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰK-1 SP 山根 美千義 阪神溶接機材 7

ボウリング 少年女子 個人戦 大林 令奈 岡山商科大附属高（２） 7

スケート 成年男子 フィギュア 坪井・田中 ｶﾜﾆｼ・倉敷芸術科学大（３） 21

スケート 少年男子 フィギュア 小田・櫛田 岡山理科大学附属高（３）・（１） 21

陸上 少年男子A 5000ｍ 前田 舜平 倉敷高（３） 6

水泳飛込 少年女子 飛板飛込 藤原 蒼 創志学園高校（２） 6

ボクシング 成年男子 ライト級 藤田 健児 自衛隊体育学校 5.5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 スナッチ53Kg 小野 隆太 笠岡工業高（３） 6

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ69Kg 長谷川 昌紀 笠岡工業高（３） 6

卓球 成年女子 田代・佐藤・奥下 日本生命・早稲田大(4)・日本大(1) 16.5

卓球 少年女子 枝松・木村・村田 山陽女子高 16.5

馬術 少年 リレー 中島・高橋 東岡山工業高(２)・加古川南高（３） 6

ソフトボール 少年女子 岡山選抜 創志学園高・津山商業高 44

ライフル射撃 成年男子 CP60M 上野　卓 県警本部 6

陸上 成年女子 5000ｍ 小原　怜 天満屋 5

陸上 成年女子 やり投 久世 生宝 筑波大（４） 5

陸上 少年女子A 400ｍ 齋藤 愛美 倉敷中央高（２） 5

水泳競泳 少年女子B 自由形50ｍ 荒川 葵 就実高校（１） 5

バレーボール 成年女子 岡山選抜 岡山シーガルズ 25

バレーボール 少年女子 岡山選抜 就実高他 25

セーリング 少年女子 420級 小林・堀口 邑久高 15

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 スナッチ105Kg 田中 太郎 自衛隊体育学校 5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ105Kg 田中 太郎 自衛隊体育学校 5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ53Kg 小野 隆太 笠岡工業高（３） 5

自転車 男子 チーム・スプリント 岡山選抜 15

馬術 少年 ダービー 中島 夏樹 東岡山工業高(２) 5

バドミントン 少年男子 山下・井上・坂本 水島工業高 15

ライフル射撃 少年男子 10ｍS60JM 和田 光輔 倉敷翠松高（３） 5

スケート 少年男子 ショートトラック500m 吉田 啓人 倉敷高（２） 5

陸上 成年男子 やり投 中村 克也 九州共立大（３） 4

陸上 成年女子 走高跳 中野 愛梨 岡山朝日高（３） 3

陸上 少年女子A 走幅跳 野口 理帆 倉敷中央高（２） 4

水泳競泳 成年男子 背泳ぎ100ｍ 中尾 駿一 岡山大学（３） 4

水泳競泳 成年女子 自由形400ｍ 増田 葵 近畿大（２） 4

水泳飛込 少年女子 高飛込 藤原 蒼 創志学園高校（２） 4

水泳水球 少年男子 岡山県選抜 関西高校 20
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サッカー 女子 岡山選抜 シャルム・作陽高他 20

ボクシング 成年男子 バンタム級 藤田 大和 自衛隊体育学校 2.5

ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 古川 晴輝 拓殖大（２） 2.5

ボクシング 成年男子 ライトヘビー級 青江  隆彦 笠岡市立中高小学校 2.5

体操 成年男子
今井・長谷川・柚木

堀内・米倉
コナミ・徳洲会・日体大（１）
鹿屋体大（１）・福岡大（１）

20

体操 少年男子
前田・神本・川渕

後藤・山本
関西高校 20

バスケットボール 成年女子 岡山選抜 環太平洋大他 12.5

レスリング 成年男子 フリー125Kg 藤田 悠矢 中京学院大（３） 2.5

レスリング 成年男子 グレコ75Kg 宇野 寿倫 日体大（４） 2.5

レスリング 少年男子 フリー55Kg 小宮 涼雅 高松農業高（３） 2.5

レスリング 少年男子 フリー120Kg 寶諸 将人 おかやま山陽高（３） 2.5

セーリング 成年女子 ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級 竹広・大賀 富士ゼロックス・日生信用金庫 12

馬術 成年男子 馬場馬術 原田 喜市 ノア 4

馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 中田 晴香 同志社大大学院 4

フェンシング 成年女子 エペ 田上・伊東・山村 岡山大安寺(教)・関西学院大・早稲田大 12

バドミントン 少年女子 香山・青山・花田 倉敷中央高 7.5

剣道 少年男子
金子・河本・藤村

国府・森木
玉島高・興譲館高・津山工業高

玉島高・西大寺高
12.5

剣道 少年女子
岡崎・今井・忠政

三村・野中
西大寺高・興譲館高・西大寺高

玉島高・興譲館高
12.5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 スナッチ+105Kg 丸本 大翔 九州国際大（１） 3

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ+105Kg 丸本 大翔 九州国際大（１） 3

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 スナッチ69Kg 長谷川 昌紀 笠岡工業高（３） 3

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ85Kg 山下　博 笠岡工業高（３） 3

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 原田 喜市 ノア 3

馬術 成年女子 馬場馬術 中田 晴香 同志社大大学院 3

馬術 少年 標準障害飛越 中島 夏樹 東岡山工業高(２) 3

カヌー 少年男子 スプリントK-1  200m 山畑 湧輝 岡山御津高（３） 3

スケート 少年男子 ショートトラック1000m 吉田啓人 倉敷高（２） 3

水泳競泳 少年男子A 自由形50ｍ 房野 泰知 岡山朝日高校（３） 2

水泳競泳 少年男子B 背泳ぎ100ｍ 岡田 幸大 倉敷工業高校（１） 2

テニス 少年男子 星木・岡垣 岡山理大附属高（２）・（３） 6

ソフトテニス 少年男子
本倉・上松・美甘

末吉・小谷
岡山理大附属高 10

ライフル射撃 少年男子 BRS60JM 小坂 裕翼 倉敷翠松高（２） 2

ボウリング 少年女子 団体戦 大林・吉元 岡山商科大附属高（２）・林野高（１） 6

陸上 成年女子 棒高跳 品川 文音 倉敷市立南高校（教） 1

陸上 少年男子共通 5000ｍW 遠山 航平 倉敷翠松高（３） 1

陸上 女子 4×100ｍR 岡山選抜 1

ボート 成年男子 ダブルスカル 伏見・増成 品川リフラクトリーズ 3

ライフル射撃 成年男子 CP30M 上野　卓 県警本部 1

ボウリング 成年女子 個人戦 倉岡 順子 サンフラワー 1

スケート 少年女子 フィギュア 小槇・白神 就実高（３）・玉島高（２） 3
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※陸上成年女子走高跳の中野選手は5位同着が3名

※所属先等については、各大会（冬季大会・会期前大会・本大会）終了時点のもの
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