
順位 競技 種別 種目 選手・団体名 所属等 得点 合計 入賞数

水泳競泳 成年男子 自由形50ｍ 中尾 駿一 山陽新聞社 8.0

水泳競泳 成年女子 自由形400ｍ 増田 葵 近畿大4年 7.5

ボクシング 成年男子 ライト級 藤田 健児 自衛隊体育学校 8.0

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 スナッチ62Kg 平井 隼人 丸五ゴム 8.0

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 成年男子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ62Kg 平井 隼人 丸五ゴム 8.0

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 8.0

馬術 成年男子 大障害飛越 西崎 純郎 岡山乗馬倶楽部 8.0

ソフトボール 成年男子 岡山選抜 平林金属・環太平洋大 60.0

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 13.5

ライフル射撃 成年男子 CP30M 上野　卓 県警本部 8.0

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 8.0

クレー射撃 スキート 春田・濱田・友國 岡山市西消防・NTN・國和産業 24.0

ボウリング 成年女子 個人戦 大林 令奈 環太平洋大1年 8.0

スケート 少年男子 フィギュア 三宅・木科 理大附属高1年・金光学園高1年 24.0

サッカー 女子 岡山選抜 湯郷ベル・シャルム 56.0

ボート 少年男子 シングルスカル 一坪 寛朗 備前緑陽高2年 7.0

ボクシング 成年女子 フライ級 晝田 瑞希 自衛隊体育学校 7.0

レスリング 少年男子 グレコ125Kg 柳田 孔明 高松農業高3年 7.0

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 7.0

自転車 成年男子 スクラッチ 藤田 俊輔 京都産業大4年 7.0

馬術 成年男子 トップスコア 西崎 純郎 岡山乗馬倶楽部 7.0

馬術 少年 馬場馬術 福岡 珠緒 就実高3年 7.0

馬術 少年 自由演技馬場馬術 福岡 珠緒 就実高3年 7.0

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 7.0

水泳競泳 成年女子 バタフライ100ｍ 平田 茉穂 筑波大3年 6.0

水泳競泳 少年女子A 自由形50ｍ 荒川 葵 就実高3年 6.0

テニス 成年男子 楠原・岡垣 法政大3年・法政大2年 18.0

体操 成年男子
立石・柚木

堀内・前田・山本
日本大4年・日体大3年

鹿屋体大3年・筑波大2年
30.0

レスリング 少年男子 グレコ80Kg 中田 翔貴 倉敷鷲羽高3年 5.5

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 スナッチ69Kg 氏家 惇志 東岡山工業高3年 6.0

ソフトテニス 成年男子
本倉・上松・今田

石井・柴田

明治大2年・早稲田大2年
菅公学生服・JXエンジニアリング

ヨネックス
30.0

卓球 成年女子 田代・奥下・枝松 日本ﾍﾟｲﾝﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ・日本大・専修大 16.5

フェンシング 成年女子 エペ 田上・山村・伊東 大安寺中等・三井住友・中国銀行 18.0

ソフトボール 成年女子 岡山選抜 環太平洋大 44.0

ソフトボール 少年女子 岡山選抜 創志学園高・美作高 44.0

バドミントン 少年男子 一井・藤井・山川 水島工業高 18.0

ライフル射撃 成年女子 10ｍS40W 佐藤 綾香 県ライフル射撃協会 6.0

カヌー 少年男子 スプリントK-1  200m 山谷 隆一 岡山御津高3年 6.0

ボウリング 成年女子 団体戦（2人） 大林・伊原 18.0

陸上 少年男子共通 110mH 山下 朋紀 金光学園高3年 5.0

水泳飛込 成年女子 高飛込 藤原 蒼 福山平成大1年 5.0

バレーボール 成年女子 岡山選抜 岡山シーガルズ 25.0

体操 少年男子
土井・岡

森川・松本・柴田
関西高・岡山市立興除中 25.0

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3年 5.0

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 スナッチ63kg 葛原 麻結 平成国際大3年 5.0

自転車 男子 4ｋmチームパーシュート 岡山 15.0

馬術 成年男子 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 木庭 祥志 岡山乗馬倶楽部 5.0

馬術 成年男子 六段障害 木庭 祥志 岡山乗馬倶楽部 4.0

馬術 少年 ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ 原田 昴治 蒜山中学校3年 5.0

バドミントン 少年女子 今滝・藤原・善家 倉敷中央高・山陽女子高 15.0

カヌー 少年男子 スプリントK-1  500m 山谷 隆一 岡山御津高3年 5.0

空手道 少年男子 形 小川 陽奈世 おかやま山陽高3年 5.0
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陸上 成年男子 10000mW 遠山 航平 山梨学院大2年 4.0

陸上 成年女子 1500ｍ 西脇　舞 天満屋 4.0

ボクシング 成年男子 ライトフライ級 長谷部 大地 駒澤大2年 2.5

ボクシング 成年男子 ライトウェルター級 小籔 力勢 （有）こやぶ 2.5

ボクシング 成年男子 ミドル級 西田 浩樹 日本体育大2年 2.5

ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 砂田 華杜 関西高2年 2.5

レスリング 成年男子 フリー125Kg 島田　樹 帝塚山大3年 2.5

レスリング 成年男子 グレコ72Kg 北條 良真 神奈川大2年 2.5

レスリング 少年男子 フリー71Kg 大友 琢郎 おかやま山陽高3年 2.5

レスリング 少年男子 フリー92Kg 目黒 優太 高松農業高2年 2.5

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3年 4.0

自転車 成年男子 ポイント・レース 渡部 将太 法政大4年 4.0

自転車 少年男子 スクラッチ 橋本 凌汰 岡山工業高3年 4.0

自転車 少年男子 1ｋmタイム・トライアル 服部 幸之助 岡山工業高3年 4.0

柔道 少年男子
三宅・平野・加藤

嵐・高橋
作陽高・倉敷工業高 12.5

ライフル射撃 成年男子 10ｍS60M 岡田 直也 綜合警備保障 4.0

剣道 少年男子
藤田・宮本・坂本

川口・犬飼
倉敷高・興譲館高
玉島高・西大寺高

12.5

空手道 少年男子 組手個人 龍野 琳太郎 高松中央高1年 2.5

空手道 少年女子 組手個人 大室 美紗稀 おかやま山陽1年 2.5

クレー射撃 トラップ 田中・三ヶ田・太安 中四国ｾｷｽｲ・玉野市役所・鏡野町社福協 12.0

ゴルフ 女子 小倉・尾関・桑木 岡山操山高・連島中・理大附高 9.0

陸上 成年男子 400ｍH 井上　駆 順天堂大大学院 3.0

陸上 成年女子 100ｍ 齋藤 愛美 大阪成蹊大1年 3.0

陸上 成年女子 やり投 久世 生宝 コンドーテック 3.0

水泳競泳 少年女子A 自由形100ｍ 荒川 葵 就実高3年 3.0

水泳飛込 成年女子 飛板飛込 藤原 蒼 福山平成大1年 3.0

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 女子 ｸﾘｰﾝ＆ｼﾞｬｰｸ63Kg 葛原 麻結 平成国際大3年 3.0

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 少年男子 スナッチ+105Kg 廣井 治斗 笠岡工業高3年 3.0

陸上 少年女子共通 400mH 藤本 優希 倉敷中央高3年 2.0

水泳競泳 成年男子 平泳ぎ100ｍ 日本 雄也 近畿大4年 1.5

テニス 成年女子 中塚・寺見 関西大2年・テニスユニバース 6.0

体操 成年女子
重高・河本・河原

吉田・豊﨑

日体大4年・武庫川女子大4年
武庫川女子短大2年

静岡産業大1年・駒澤大1年
10.0

自転車 成年男子 ケイリン 成貞 琳平 朝日大4年 2.0

ソフトテニス 少年女子
長谷川・立花・中野

森岡・小長谷
山陽女子高・就実高 10.0

ライフル射撃 少年男子 BRS60JM 藤目  颯 倉敷翠松高3年 2.0

ライフル射撃 少年男子 BRS30JM 藤目  颯 倉敷翠松高3年 2.0

スケート 成年男子 フィギュア 小田・森 倉敷芸科大2年・神戸電子専門1年 6.0

水泳競泳 成年男子 背泳ぎ100ｍ 中尾 駿一 山陽新聞社 1.0

水泳競泳 少年男子A 背泳ぎ200m 岡田 幸大 倉敷工業高3年 1.0

水泳競泳 少年男子B 個人メドレー200m 佐藤 貴道 美作高1年 1.0

水泳競泳 少年女子A 背泳ぎ200ｍ 児玉 早弥香 就実高3年 1.0

水泳競泳 少年女子B 平泳ぎ100ｍ 田宮 風香 倉敷工業高1年 1.0

ボート 少年男子 クォドルプル 岡山選抜 関西高 5.0

9位 スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー 山田 四郎 ジェイエイまにわ 1.0 1.0

※スキー競技の9位１点は同一都道府県の得点対象者を２人までに限る規定により繰り上げで競技得点を獲得
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