
競　　　　　技 種　　別　 種　　　　　目 順　　位 得　　点 氏名・団体名 勤務先・学校名

スケート(フィギュア) 成年男子 フィギュア ２位 21.0 大上／坪井 (株)Ｋ２ライフラボ／岡山大学（ＭＰ）（１）

成年女子 フィギュア ８位 3.0 船戸／大熊 就実大学（人文科学）（４）／同志社大学（商）（２）

少年女子 フィギュア ３位 18.0 友滝佳／岡本 岡山理科大学附属高校（１）／岡山市立興除中学校（３）

スキー 成年男子Ｃ クロスカントリー ６位 3.0 山田四郎 ジェイエイまにわ蒜山農産加工（有）

成年女子Ｂ クロスカントリー ５位 4.0 友金園実 ＮＰＯ法人きらり鏡野

陸上 成年男子 走幅跳 ２位 7.0 佐伯一仲 （株）エスケー

成年女子 １００００ｍＷ ３位 6.0 井上　麗 （株）天満屋

１００ｍ ６位 3.0 渡邊壮史 岡山工業高校（３）

１１０ｍＨ １位 8.0 岡崎正樹 岡山工業高校（３）

１００ｍ ５位 4.0 青木益未 創志学園高校（３）

１１０ｍＨ ７位 2.0 森岡美紅 岡山操山高校（３）

ハンマー投げ ７位 2.0 有本愛美 玉野光南高校（３）

３０００ｍ ５位 4.0 矢本桜子 興譲館高校（２）

少年女子Ｂ 走幅跳 ４位 5.0 今濱美咲 福南中学校（３）

１５００ｍ ２位 7.0 高橋彩良 興譲館高校（１）

少女共通 やり投げ ２位 7.0 久世生宝 倉敷中央高校（３）

水泳 成年女子 ５０ｍ自由形 ８位 1.0 齋藤真里枝 川崎医療福祉大学大学院

少年男子Ｂ ４００ｍ自由形 ３位 6.0 西﨑丈太郎 岡山市立吉備中学校（３）

５０ｍ自由形 ３位（同） 5.5 増田   葵 倉敷工業高校（１）

１００ｍ平泳ぎ ８位 1.0 平松夏奈 倉敷市立東中学校（３）

サッカー 女子 ２位 56.0 岡山県選抜

テニス 成年男子 ３位 18.0 岡山県選抜

成年女子 ４位 15.0 岡山県選抜

ボート 少年男子 舵手付きクォドルプル ４位 25.0 岡山県選抜

少年女子 舵手付きクォドルプル ７位 10.0 岡山県選抜

ボクシング 成年男子 ライトフライ ５位 2.5 星島義樹 駒澤大学（文）（３）

フライ ３位 5.5 志渡澤和広 駒澤大学（仏教）（３）

バンタム ５位 2.5 藤田大和 拓殖大学（国際）（２）

ライト ２位 7.0 藤田健児 拓殖大学（国際）（１）

ミドル １位 8.0 濵崎良太 駒澤大学（仏教）（４）

少年女子Ａ

第６７回国民体育大会入賞者一覧

少年女子Ｂ

少年男子Ａ

少年男子 ライトフライ ５位 2.5 阿久井政悟 倉敷翠松高校（２）

バンタム １位 8.0 金中竜司 岡山工業高校（３）

ライト ３位 5.5 國塩智史 岡山工業高校（３）

ライトウェルター ５位 2.5 中田耕右 関西高校（２）

ウェルター ５位 2.5 梁本凌司 岡山工業高校（３）

体操 成年男子 団体 ７位 6.0 岡山県選抜

成年女子 団体 ６位 9.0 岡山県選抜

少年男子 団体 ７位 6.0 岡山県選抜

バスケットボール 成年女子 ５位 12.5 岡山県選抜

レスリング 成年男子 グレコローマン６６ｋｇ ３位 5.5 横山　巧 倉敷市立倉敷第一中学校（教）

グレコローマン８４ｋｇ ５位 2.5 白神　龍 日本体育大学（体育）（３）

フリー１２０ｋｇ ５位 2.5 髙林　努 ミヨシ商事（株）岡山支店

少年男子 グレコローマン１２０ｋｇ ５位 2.5 柏本　心 高松農業高校（３）

フリー６０ｋｇ ５位 2.5 北鶴一翔 倉敷高校（３）

フリー９６ｋｇ ２位 7.0 近藤千加良 高松農業高校（３）

セーリング 成年女子 セーリングスピリッツ級 １位 24.0 大熊/吉迫 （株）ベネッセコーポレーション

ウエイトリフティング スナッチ８５ｋｇ ２位 7.0 金原　勇 岡山東警察署

クリーン＆ジャーク８５ｋｇ ５位 4.0 金原　勇 岡山東警察署

スナッチ９４ｋｇ ５位 4.0 田中太郎 九州国際大学（１）

少年男子 スナッチ５６ｋｇ １位 8.0 平井隼人 おかやま山陽高校（３）

クリーン＆ジャーク５６ｋｇ ２位 7.0 平井隼人 おかやま山陽高校（３）

スナッチ７７ｋｇ ５位 4.0 平松諒大 倉敷工業高校（３）

スナッチ１０５ｋｇ ３位 6.0 伊澤　葵 東岡山工業高校（３）

クリーン＆ジャーク１０５ｋｇ ５位 4.0 伊澤　葵 東岡山工業高校（３）

自転車 成年男子 スプリント ４位 5.0 山本琢也 朝日大学（経営）（３）

１ｋｍタイムトライアル ５位 4.0 原田裕成 鹿屋体育大学（体）（１）

ケイリン ７位 2.0 奥村論志 鹿屋体育大学（体）（１）

少年男子 ケイリン ５位 4.0 野上竜太 岡山工業高校（２）

男子 ４ｋｍ団体追抜 ４位 15.0 岡山県選抜

ソフトテニス 少年男子 ２位 35.0 岡山県選抜

少年女子 ６位 15.0 岡山県選抜

成年男子
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卓球 成年女子 ５位 7.5 岡山県選抜

馬術 成年男子 標準障害飛越 ７位 2.0 西崎純郎 岡山乗馬倶楽部

少年 標準障害飛越 ７位 2.0 福井勇心 岡山高校（１）

ソフトボール 成年男子 ５位 20.0 岡山県選抜

少年男子 ５位 20.0 岡山県選抜

弓道 遠的 ３位 18.0 岡山県選抜

近的 １位 24.0 岡山県選抜

成年女子 近的 ７位 6.0 岡山県選抜

少年女子 遠的 ７位 6.0 岡山県選抜

ライフル射撃 成年男子 １０ｍＡＰ６０Ｍ ４位 5.0 小林　晋 岡山県警察本部

少年男子 ＢＲＳ３０ＪＭ ７位 2.0 水内文哉 高松農業高校（２）

少年女子 ＢＲＳ２０ＪＷ １位 8.0 水川　愛 高松農業高校（３）

ＢＲＳ４０ＪＷ １位 8.0 水川　愛 高松農業高校（３）

剣道 少年男子 ３位 30.0 岡山県選抜

ボルダリング ６位 9.0 中原／小西 （株）好日山荘／ＪＥＴＳＥＴクライミングジム

リード ５位 12.0 中原／小西 （株）好日山荘／ＪＥＴＳＥＴクライミングジム

カヌー 成年男子 スラロームＫ－１ ８位 1.0 延江直基 山陽鉄工〔株）

ＷＷＫ－１　１５００ｍ ５位 4.0 山根美千義 阪神溶接機材（株）

ＷＷＫ－１　スプリント ６位 3.0 山根美千義 阪神溶接機材（株）

成年女子 ＷＷＫ－１　１５００ｍ ２位 7.0 依田聡子 特別養護老人ホーム旭水荘

ＷＷＫ－１　スプリント ２位 7.0 依田聡子 特別養護老人ホーム旭水荘

少年女子 スプリントＫ－１　５００ｍ ６位 3.0 山谷聖奈子 岡山御津高校（３）

スプリントＫ－１　２００ｍ ５位 4.0 山谷聖奈子 岡山御津高校（３）

空手道 成年男子 ５位 2.5 茅原史穏 亀龍園

銃剣道 少年男子 ４位 15.0 岡山県選抜

なぎなた 成年女子 演技 ７位 6.0 岡山県選抜

成年女子 個人戦 ７位 2.0 長谷川敦美 （株）ｴﾈﾙｷﾞｱ人材ｿﾘｭｰｼｮﾝ岡山ｵﾌｨｽ

団体４人 ８位 3.0 岡山県選抜

少年男子 個人戦 １位 8.0 髙淵常志 倉敷市立玉島西中学校（３）
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