
順位 競　　　　　技 種　　別　 種　　　　　目 得点 氏名・団体名 勤務先・学校名 入賞数

スケート（フィギュア） 成年男子 フィギュア 24.0 無良/田中 国際スケートリンク/倉敷芸術科学大学(1)

陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍハードル 8.0 荒島夕理 倉敷中央高校（２）

バレーボール 成年女子 40.0 岡山県選抜

レスリング 成年男子 フリー６５kg 4.5 横山　太 おかやま山陽高校（教）

レスリング 成年男子 フリー９７kg 4.5 佐々木健吾 自衛隊体育学校

レスリング 成年男子 フリー１２５kg 4.5 時信光一 山陽宇部菱光（株）

ウエイトリフティング 成年男子 １０５kgスナッチ 8.0 田中太郎 九州国際大学（３）

ウエイトリフティング 少年男子 １０５kgスナッチ 8.0 丸本大翔 水島工業高校（２）

ウエイトリフティング 少年男子 １０５kgジャーク 8.0 丸本大翔 水島工業高校（２）

自転車 男子 チーム･スプリント 24.0 岡山県選抜

カヌー（ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ） 成年男子 ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 8.0 山根美千義 阪神溶接機材（株）

なぎなた 成年女子 試合 24.0 岡山県選抜

水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 7.0 藤原　蒼 倉敷市立多津美中学校（３）

ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 35.0 岡山県選抜

ボクシング 成年男子 ウェルター級 7.0 山田大樹 大阪商業大学（２）

ウエイトリフティング 成年男子 ６２kgスナッチ 7.0 平井隼人 九州国際大学（２）

ソフトテニス 少年男子 35.0 岡山県選抜

馬術 成年男子 馬場馬術 7.0 原田喜市 （株）ノア

馬術 成年男子 自由演技馬場馬術 7.0 原田喜市 （株）ノア

ソフトボール 成年男子 56.0 岡山県選抜

弓道 成年男子 遠的 21.0 岡山県選抜

陸上競技 成年女子 １００mハードル 6.0 青木益未 環太平洋大学（２）

陸上競技 少年女子共通 やり投 6.0 田中来夢 倉敷中央高校（３）

ボクシング 成年男子 バンタム級 5.5 金中竜児 駒澤大学（２）

ボクシング 成年男子 ライト級 5.5 藤田大和 拓殖大学（４）

ボクシング 少年男子 バンタム級 5.5 山本強介 倉敷高校（３）

ボクシング 少年男子 ライトウェルター級 5.5 古川晴輝 関西高校（３）

ウエイトリフティング 成年男子 ６２kgジャーク 6.0 平井隼人 九州国際大学（２）

ハンドボール 少年男子 30.0 岡山県選抜

ライフル射撃 成年男子
10mエア・ライフル
伏射（６０発）

6.0 岡田直也 岡山県ライフル射撃協会

ライフル射撃 成年男子
10mエア・ピストル

（６０発）
6.0 上野　卓 岡山県警察本部

クレー射撃 スキート 18.0 岡山県選抜

スケート（フィギュア） 少年女子 フィギュア 15.0 友滝/小槇 岡山理科大学附属高校(3)/就実高校(1)

スケート（ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ） 成年女子 ５００m 5.0 吉田麻里絵 慶應義塾大学（４）

スケート（ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ） 成年女子 １０００ｍ 5.0 吉田麻里絵 慶應義塾大学（４）

水泳（飛込） 少年女子 高飛込 5.0 藤原　蒼 倉敷市立多津美中学校（３）

水泳（競泳） 少年男子Ａ ２００ｍ平泳ぎ 5.0 日本雄也 関西高校（３）

水泳（競泳） 少年女子Ｂ ２００ｍ個人メドレー 5.0 入澤　愛 岡山市立御南中学校（３）

ウエイトリフティング 成年男子 １０５kgジャーク 5.0 田中太郎 九州国際大学（３）

自転車 成年男子 １kmﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ 5.0 野上竜太 鹿屋体育大学（１）

柔道 少年男子 25.0 岡山県選抜

弓道 成年男子 近的 15.0 岡山県選抜

ライフル射撃 少年男子
ビーム・ライフル
立射（３０発）

5.0 平松健太 高松農業高校（３）

剣道 少年女子 25.0 岡山県選抜

空手道 成年男子 形 5.0 在本幸司 松濤連盟

スケート（フィギュア） 成年女子 フィギュア 12.0 船戸/大熊 　/同志社大学（４）

陸上競技 成年男子 ４００mハードル 4.0 安部孝駿 （株）デサント

陸上競技 成年女子 ５０００ｍ 4.0 翁田あかり （株）天満屋

陸上競技 少年男子Ｂ 走幅跳 4.0 三宅諒亨 岡山工業高校（１）

陸上競技 少年女子Ａ ３０００ｍ 4.0 寶田彩香 興譲館高校（２）
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水泳（競泳） 少年女子Ａ ４００mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4.0 前田/平松/平田/増田 岡山芳泉高(3)/就実高(2)/美作高(2)/倉敷工高(3)

ボクシング 少年男子 フライ級 2.5 松下　秀 倉敷翠松高校（１）

ボクシング 成年男子 ミドル級 2.5 青江隆彦 ドリーマージム

体操 少年男子 20.0 岡山県選抜

レスリング 少年男子 フリー８４kg 2.5 北條良真 高松農業高校（１）

レスリング 少年男子 グレコ６０kg 2.5 髙森樹己 高松農業高校（２）

レスリング 少年男子 グレコ１２０kg 2.5 藤田　誠 高松農業高校（３）

ウエイトリフティング 成年男子 ５６kgスナッチ 4.0 丹下雄介 （一社）岡山県総合協力事業団

ウエイトリフティング 成年男子 ８５kgスナッチ 4.0 金原　勇 岡山県警察本部

ウエイトリフティング 少年男子 ６２kgジャーク 4.0 江角　颯 東岡山工業高校（３）

自転車 男子 ４km団体追抜 12.0 岡山県選抜

自転車 少年男子 ポイントレース 4.0 渡部将太 岡山工業高校（３）

卓球 少年女子 7.5 岡山県選抜

馬術 少年 自由演技馬場馬術 4.0 井上勇一 岡山後楽館高校（２）

柔道 成年女子 7.5 岡山県選抜

柔道 少年女子 7.5 岡山県選抜

バドミントン 少年男子 7.5 岡山県選抜

弓道 成年女子 近的 12.0 岡山県選抜

剣道 成年女子 7.5 岡山県選抜

空手道 少年女子 組手 2.5 平　紗枝 おかやま山陽高校（３）

ボウリング 少年女子 個人 4.0 西中川茉央 岡山商科大学附属高校（２）

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー 3.0 山田四郎 ジェイエイまにわ
蒜山農産加工(有)

陸上競技 成年女子 やり投 3.0 久世生宝 筑波大学（２）

陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 3.0 葛原麻結 玉野光南高校（２）

陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 3.0 野口理帆 倉敷市立南中学校（３）

ボート 少年男子 ダブルスカル 9.0 大西/松村 関西高校（３）/関西高校（３）

馬術 成年女子 馬場馬術 3.0 中田晴香 同志社大学（３）

カヌー（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 少年男子 ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（500m） 3.0 江見風樹 岡山御津高校（３）

カヌー（ｽﾌﾟﾘﾝﾄ） 少年男子 ｶﾔｯｸｼﾝｸﾞﾙ（200m） 3.0 江見風樹 岡山御津高校（３）

ボート 成年男子 ダブルスカル 6.0 増成/伏見 品川リフラクトリーズ(株)/岡山大学(4)

バレーボール 少年男子 7.5 岡山県選抜

バレーボール 少年女子 7.5 岡山県選抜

自転車 成年男子 ケイリン 2.0 奥村諭志 鹿屋体育大学（３）

スケート（フィギュア） 少年男子 フィギュア 3.0 時國/小田 就実高校(1)/岡山理科大学附属高校(1)

水泳（競泳） 少年女子Ａ ２００ｍ平泳ぎ 1.0 瀧波衣都 山陽女子高校（３）

体操 成年男子 5.0 岡山県選抜

ウエイトリフティング 成年男子 ５６kgジャーク 1.0 丹下雄介 （一社）岡山県総合協力事業団

馬術 少年 馬場馬術 1.0 井上勇一 岡山後楽館高校（２）

ライフル射撃 成年男子
10mエア・ライフル
立射（６０発）

1.0 岡田直也 岡山県ライフル射撃協会

ライフル射撃 成年女子
10mエア・ライフル
立射（４０発）

1.0 光畑綾香

ボウリング 成年男子 団体（２人） 3.0 岡山県Ｂ(牧/志摩) 岡山商科大学(3)/岡山商科大学(3)

ゴルフ 女子 1.5 岡山県選抜

※所属は大会終了時点 92
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天皇杯順位　13　位
皇后杯順位　17　位

天 　　　皇 　　　杯 　　　得 　　　点

参　　　　　加　　　　　得　　　　　点

競 　　　技 　　　得 　　　点 　　　計

本　　大　　会　　競　　技　　得　　点

冬　 季　 大　 会　 競　 技　 得　 点
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