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

陸上競技 少年男子Ｂ ３０００ｍ 8.0 名合治紀 倉敷高校（１）

陸上競技 少年女子Ｂ １００ｍ 8.0 齋藤愛美 倉敷中央高校（１）

バレーボール 成年女子 40.0 岡山シーガルズ

体操（競技） 少年男子 団体総合 37.5 岡山県選抜

ウエイトリフティング 成年男子 ５３kg級スナッチ 8.0 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 少年男子 105kg級スナッチ 8.0 丸本大翔 水島工業高校（３）

ウエイトリフティング 少年男子 105kg級ジャーク 8.0 丸本大翔 水島工業高校（３）

馬術 少年 馬場馬術 8.0 福岡珠緒 就実中学校（３）

馬術 少年 自由演技 8.0 福岡珠緒 就実中学校（３）

ソフトボール 少年女子 64.0 岡山県選抜

弓道 成年男子 遠的 24.0 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） 8.0 岡田直也 岡山県ライフル射撃協会

ボウリング 少年女子 個人 8.0 大林令奈 岡山商科大学附属高校（１）

スケート（フィギュア） 成年男子 フィギュア 21.0 田中/坪井 倉敷芸術科学大学（２）/岡山大学（４）

陸上競技 成年女子 １５００ｍ 7.0 西脇舞 (株)天満屋

陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍＨ 7.0 荒島夕理 倉敷中央高校（３）

水泳（競泳） 少年女子Ｂ ５０ｍ自由形 7.0 荒川葵 倉敷市立庄中学校（３）

水泳（飛込） 少年女子 飛板飛込 7.0 藤原蒼 創志学園高校（１）

テニス 成年男子 21.0 岡村/小野 (株)クロスカンパニー/明治大学（４）

レスリング 成年男子 グレコ７５kg級 7.0 宇野寿倫 日本体育大学（３）

自転車 成年男子 ４Km速度競走 7.0 原田裕成 鹿屋体育大学（４）

卓球 少年女子 21.0 岡山県選抜

バドミントン 少年男子 21.0 岡山県選抜

水泳（飛込） 少年女子 高飛込 6.0 藤原蒼 創志学園高校（１）

ボクシング 少年男子 ピン級 5.5 長谷部大地 倉敷翠松高校（２）

ボクシング 少年男子 ミドル級 5.5 西田浩樹 関西高校（２）

レスリング 少年男子 フリー１２０kg級 5.5 寳諸将人 おかやま山陽高校（２）

レスリング 少年男子 グレコ６０kg級 5.5 髙森樹己 高松農業高校（３）

レスリング 少年男子 グレコ８４kg級 5.5 島田樹 おかやま山陽高校（３）

ウエイトリフティング 少年男子 ６９kg級スナッチ 6.0 岡本雅史 水島工業高校（２）

ハンドボール 少年女子 30.0 岡山県選抜

馬術 成年男子 馬場馬術 6.0 原田喜市 (株)ノア

自転車 少年男子 スプリント 6.0 田中克尚 岡山工業高校（３）

弓道 成年男子 近的 18.0 岡山県選抜

ライフル射撃 成年男子
10mエア・ライフル
立射（６０発） 6.0 岡田直也 岡山県ライフル射撃協会

ボウリング 少年女子 団体 18.0 大林/河野 岡山商科大学附属高校（１）/岡山商科大学附属高校（１）

陸上競技 成年女子 やり投 5.0 久世生宝 筑波大学（３）

陸上競技 少年女子Ｂ 走幅跳 5.0 野口理帆 倉敷中央高校（１）

陸上競技 成年少年女子共通 ４×１００ｍリレー 5.0 岡山県選抜

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）

ボート 少年男子 ダブルスカル 15.0 大倉/光亦 関西高校（３）/関西高校（３）

ウエイトリフティング 成年男子 ６２kg級ジャーク 5.0 平井隼人 九州国際大学（３）

ウエイトリフティング 成年男子 １０５kg級ジャーク 5.0 田中太郎 九州国際大学（４）

ウエイトリフティング 少年男子 ６９kg級ジャーク 5.0 岡本雅史 水島工業高校（２）

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（２）

ソフトテニス 成年男子 25.0 岡山県選抜

ソフトテニス 少年男子 25.0 岡山県選抜

馬術 成年男子 自由演技 5.0 原田喜市 (株)ノア

ボウリング 成年男子 個人 5.0 髙淵玲志 岡山商科大学（４）

ボウリング 少年女子 個人 5.0 河野悠佳 岡山商科大学附属高校（１）

ゴルフ 成年男子 13.5 岡山県選抜
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スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー 4.0 山田四郎 ジェイエイまにわ 蒜山農産加工(有)

スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー 4.0 友金園実 ＮＰＯ法人きらり鏡野

テニス 成年女子 12.0 西本/寺見 慶應義塾大学（４）/山梨学院大学（３）

ボート 少年男子 舵手つきｸｫﾄﾞﾙﾌﾟﾙ 20.0 岡山県選抜

ボクシング 成年男子 ライト級 2.5 藤田大和 自衛隊体育学校

ボクシング 少年男子 フライ級 2.5 小川紫蓮 関西高校（２）

ボクシング 少年男子 ライト級 2.5 前田莉貴也 倉敷翠松高校（３）

体操（競技） 成年男子 団体総合 20.0 岡山県選抜

バスケットボール 少年女子 12.5 岡山県選抜

レスリング 成年男子 グレコ６６kg級 2.5 石川晶悟 日本体育大学（４）

自転車 男子 ４Km団体追抜 12.0 岡山県選抜

卓球 少年男子 7.5 岡山県選抜

馬術 成年男子 六段障害飛越 3.5 木庭祥志 岡山乗馬倶楽部

ライフル射撃 成年男子 10mエア・ピストル
（６０発） 4.0 上野卓 岡山県警察本部

カヌー 成年男子 ワイルドウォーター
K-1（1500m） 4.0 依田伸一朗 岡山市南区南福祉事務所

空手道 成年男子 組手重量級 2.5 藤村浩一 高梁市立備中中学校（教）

陸上競技 少年男子共通 走高跳 3.0 奥田昌樹 笠岡商業高校（３）

陸上競技 少年女子Ａ １００ｍ 3.0 三宅真理奈 倉敷中央高校（３）

ウエイトリフティング 成年男子 ５３kg級ジャーク 3.0 丹下雄介 （一社）岡山県総合協力事業団

馬術 成年男子 トップスコア 3.0 木庭祥志 岡山乗馬倶楽部

馬術 少年 ダービー 3.0 中島夏樹 東岡山工業高校（１）

山岳 成年男子 リード 9.0 多久/中原 三菱ガス化学(株)水島工場/(株)好日山荘

ゴルフ 女子 9.0 岡山県選抜

スケート（フィギュア） 少年男子 フィギュア 6.0 時國/櫛田 就実高校（２）/倉敷市立連島南中学校（３）

スケート（ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ） 少年男子 １０００ｍ 2.0 吉田啓人 倉敷高校（１）

陸上競技 少年女子Ａ ３０００ｍ 2.0 大森巴菜 興譲館高校（３）

カヌー 少年男子
スプリント
K-2（500m） 6.0 山畑/水田 岡山御津高校（２）/岡山御津高校（２）

スケート（フィギュア） 成年女子 フィギュア 3.0 友滝/船戸 倉敷芸術科学大学（１）/

陸上競技 成年男子 やり投 1.0 中村克也 九州共立大学（２）

陸上競技 成年女子 １００ｍ 1.0 永野真莉子 甲南大学（３）

陸上競技 少年女子Ａ ハンマー投 1.0 葛原麻結 玉野光南高校（３）

テニス 少年女子 3.0 平田/室山 岡山学芸館高校（１）/山陽女子高校（３）

ソフトテニス 少年女子 5.0 岡山県選抜

軟式野球 成年男子 8.0 岡山県選抜

馬術 成年男子 ダービー 1.0 西崎充郎 岡山乗馬倶楽部

フェンシング 成年男子 エペ 3.0 岡山県選抜

カヌー 少年男子 スプリント
K-2（200m） 3.0 山畑/水田 岡山御津高校（２）/岡山御津高校（２）

クレー射撃 トラップ 3.0 岡山県選抜

※所属は大会終了時点         合計 90
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