
順位 競技 種別 種目 選手・団体名 所属等 得点 合計 入賞数

陸上 少年女子共通 1500ｍ 金光 由樹 岡山操山高（2） 8.0

自転車 少年男子 スクラッチ 細中 翔太 岡山工業高（3） 8.0

馬術 少年 馬場馬術 福岡 珠緒 就実高（２） 8.0

馬術 少年 自由演技馬場馬術 福岡 珠緒 就実高（２） 8.0

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 8.0

空手道 成年男子 形 西山 走 同志社大（4） 8.0

陸上 少年女子A 100ｍ 齋藤 愛美 倉敷中央高（3） 7.0

ボート 少年男子 クォドルプル 岡山選抜 関西高・備前緑陽高 35.0

レスリング 少年男子 フリー120Kg 松岡 太一 おかやま山陽高（2） 7.0

ウエイト 成年男子 スナッチ105Kg 田中 太郎 自衛隊体育学校 7.0

ウエイト 少年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ53Kg 森川 朋哉 笠岡工業高（3） 7.0

卓球 少年女子 木村・村田・真鍋 山陽女子高（3）・（2） 21.0

馬術 成年男子 馬場馬術 原田 喜市 ノア 7.0

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 原田 喜市 ノア 7.0

ライフル射撃 成年男子 10ｍP60M 岡田 直也 AＬSOK 7.0

スケート 少年男子 フィギュア 木科・三宅 21.0

水泳競泳 成年男子 自由形50ｍ 中尾 駿一 岡山大（4） 6.0

水泳競泳 成年女子 バタフライ100ｍ 平田 茉穂 筑波大（2） 6.0

水泳競泳 少年女子A 自由形50ｍ 荒川 葵 就実高（2） 6.0

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 長谷部 大地 駒澤大（１） 5.5

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

ボクシング 少年男子 バンタム級 松井 斗輝 関西高（３） 5.5

ウエイト 少年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ62Kg 松浦 辰馬 笠岡工業高（3） 6.0

馬術 成年女子 自由演技馬場馬術 中田 晴香 ノア 6.0

ソフトボール 少年女子 岡山選抜 創志学園高中心 44.0

ライフル射撃 成年男子 10ｍS60M 岡田 直也 AＬSOK 6.0

ライフル射撃 少年男子 BRS60JM 藤目 颯 倉敷翠松高（2） 6.0

ライフル射撃 成年男子 CP60M 上野 卓 岡山県警察本部 6.0

クレー射撃 トラップ 田中・三ケ田・土井 中四国ｾｷｽｲﾊｲﾑ・玉野市役所・水島臨海倉庫 18.0

ゴルフ 少年男子 三田・宇喜多・久常 代々木高（1）・関西高（1）・津山東中（3） 16.5

陸上 少年男子B 砲丸投 仁子 晃希 玉野市立宇野中（3） 5.0

陸上 女子 4×100ｍR 岡山選抜 藤田・澤谷・齋藤・永野 5.0

ボート 少年男子 シングルスカル 尾上 龍哉 関西高（3） 5.0

ウエイト 成年男子 スナッチ62Kg 平井 隼人 県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 5.0

ウエイト 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 5.0

馬術 成年女子 馬場馬術 中田 晴香 ノア 5.0

バドミントン 少年男子 一井・藤井・山川 水島工業高（2） 15.0

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 5.0

空手道 成年男子 組手個人（軽量級） 米山 英弥 亀龍園 5.0
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陸上 少年男子A 400ｍH 山田 泰雅 岡山一宮高（3） 4.0

陸上 成年女子 やり投 久世 生宝 コンドーテック 4.0

水泳競泳 少年女子A 自由形100ｍ 荒川 葵 就実高（2） 4.0

サッカー 女子 岡山選抜 湯郷ベル 20.0

ボート 成年女子 シングルスカル 則近 涼子 備前緑陽高（教） 4.0

ボクシング 成年男子 ミドル級 西田 浩樹 日体大（１） 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（３） 2.5

ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 川嶋 架威 倉敷工（３） 2.5

バレーボール 成年女子 岡山選抜 岡山シーガルズ 17.5

バレーボール 少年女子 岡山選抜 就実高中心 17.5

体操 成年男子
長谷川・柚木・堀内

米倉・前田
徳洲会・日体大（2）・鹿屋体大（2）

福岡大（2）・筑波大（1） 20.0

レスリング 成年男子 フリー125Kg 藤田 悠矢 中京学院大（4） 2.5

レスリング 少年男子 フリー96Kg 目黒 優太 高松農業高（1） 2.5

レスリング 成年男子 グレコ71Kg 北條 良真 神奈川大（1） 2.5

レスリング 少年男子 グレコ55Kg 藤原 輝大 おかやま山陽高（2） 2.5

ウエイト 成年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ+105Kg 丸本 大翔 九州国際大（2） 4.0

ハンドボール 少年女子 岡山選抜 光南・倉敷商・天城 12.5

弓道 成年女子 近的 坂本・有森・西杉 倉敷中央病院・岡山中央弓道会・ミント歯科 12.0

ソフトボール 成年女子 岡山選抜 環太平洋大 20.0

バドミントン 少年女子 今滝・藤原・善家 倉敷中央高（2）・山陽女子高（2） 7.5

剣道 成年女子 稲垣・小津野・髙馬 福南中（教）・県警・日体大（4） 7.5

剣道 少年女子
白神・渡辺・安田

続木・渡辺
興譲館高（3）・玉島高（3）・（3）
西大寺高（3）・商大附高（2） 12.5

空手道 少年女子 形 安川 和 おかやま山陽高（3） 2.5

空手道 男子 団体組手 岡山選抜 12.5

クレー射撃 スキート 中村・友國・濱田 三造ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ・國和産業・NTN 12.0

ボウリング 少年女子 個人戦 大林 令奈 岡山商科大附属高（３） 4.0

ボウリング 成年男子 団体戦（2人） 岡山Ａ 12.0

陸上 成年男子 400ｍH 井上 駆 立命館大（4） 3.0

水泳競泳 少年女子B バタフライ100ｍ 寺坂 優里 岡山操山高（1） 3.0

ボート 成年男子 シングルスカル 増成 秀規 品川ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｽﾞ 3.0

体操 少年男子
結城・鈴木・松本

岩川・土井
関西高（3）・（3）・（2）

（1）・（1）
15.0

ウエイト 成年男子 スナッチ+105Kg 丸本 大翔 九州国際大（2） 3.0

自転車 少年男子 1ｋmタイム・トライアル 晝田 宗一郎 岡山工業高（2） 3.0

ボウリング 少年男子 個人戦 新舎 拓巳 岡山理大附属高（１） 3.0

ボウリング 成年女子 団体戦（4人） 岡山 9.0

水泳競泳 成年女子 自由形400ｍ 増田 葵 近畿大（3） 2.0

ウエイト 成年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ62Kg 平井 隼人 県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会 2.0

ウエイト 少年男子 スナッチ62Kg 松浦 辰馬 笠岡工業高（3） 2.0

ウエイト 女子 スナッチ-63Kg 葛原 麻結 平成国際大（2） 2.0

ウエイト 少年男子 スナッチ105Kg 大垣 祐太 倉敷商業高（3） 2.0

自転車 成年男子 スプリント 田中 克尚 早稲田大（2） 2.0

馬術 少年 ダービー 中島 夏樹 東岡山工高（３） 2.0

カヌー 成年男子 スラロームK-1 25G 延江 直基 山陽鉄工 2.0

陸上 成年女子 三段跳 森岡 美紅 横浜国立大（大学院） 1.0

水泳競泳 少年男子A 背泳ぎ200ｍ 岡田 幸大 倉敷工業高（2） 1.0

テニス 成年男子 小野・前﨑 ラスタット・法政大（3） 3.0

体操 成年女子
嶋岡・林・重高

河本・河原
東京女子大（4）・国士舘大（3）・日体大（3）
武庫川女子大（3）・武庫川女子短大（1） 5.0

ウエイト 成年男子 スナッチ85Kg 金原 勇 岡山南警察署 1.0

馬術 成年男子 国体総合馬術 西崎 充郎 岡山乗馬倶楽部 1.0

カヌー 少年男子 スプリントK-1  200m 山谷 隆一 御津高（2） 1.0

スケート 少年女子 フィギュア 妹尾・白神 3.0

競技得点

参加得点

天皇杯得点

16.0

天皇杯順位１６位
皇后杯順位１４位
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