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成績 名前 ふりがな 学校名 成績 名前 ふりがな 学校名

第１位 國府　海明 こう　かいめい 玉島 第１位 岡崎　莉子 おかざき　りこ 西大寺

第２位 岡本　恭祐 おかもと　きょうすけ 玉島 第２位 忠政　実来 ただまさ　みく 西大寺

第３位 奥村　幸之助 おくむら　こうのすけ 玉島 第３位 笠尾　南葵 かさお　なつき 津山

第３位 幡中　聖也 はたなか　まさや 西大寺 第３位 谷本　理緒 たにもと　りお 玉島

ベスト８ 森木　大生 もりき　たいせい 西大寺 ベスト８ 菰口　未紗 こもぐち　みさ 興譲館

ベスト８ 都井　楓 とい　かえで 津山工業 ベスト８ 今井　恵 いまい　めぐみ 興譲館

ベスト８ 西　湧太 にし　ゆうた 津山工業 ベスト８ 東野　早杜子 とうの　さとこ 興譲館

ベスト８ 藤村　匡児 ふじむら　きょうじ 津山工業 ベスト８ 上源　夏希 じょうげん　なつき 倉敷南

ベスト１６ 鴨井　龍希 かもい　りゅうき 倉敷 ベスト１６ 藤原　瑞 ふじわら　みずき 西大寺

ベスト１６ 河本　遥 こうもと　はるか 興譲館 ベスト１６ 続木　織衣 つづき　おりえ 西大寺

ベスト１６ 金子　光次郎 かねこ　こうじろう 玉島 ベスト１６ 森田　優梨子 もりた　ゆりこ 岡山一宮

ベスト１６ 平井　良樹 ひらい　よしき 東岡山工業 ベスト１６ 髙馬　果歩 たかうま　かほ 瀬戸

ベスト１６ 森脇　康祐 もりわき　こうすけ 倉敷 ベスト１６ 奥平　桜 おくだいら　さくら 興譲館

ベスト１６ 大月　康平 おおつき　こうへい 興譲館 ベスト１６ 元長　鈴 もとなが　りん 玉島

ベスト１６ 表　徹 おもて　とおる 東岡山工業 ベスト１６ 北野　優 きたの　ゆう 西大寺

ベスト１６ 高山　耀 たかやま　ひかる 興譲館 ベスト１６ 田邉　胡未 たなべ　うみ 西大寺

ベスト３２ 春木　竜太 はるき　りゅうた 岡山東商業 ベスト３２ 直原  みなみ じきはら　みなみ 岡山操山

ベスト３２ 井上　裕介 いのうえ　ゆうすけ 岡山学芸館 ベスト３２ 仙田　香 せんだ　かおり 玉島

ベスト３２ 三宅　悠太 みやけ　ゆうた 津山 ベスト３２ 丹下　可帆里 たんげ　かおり 岡山南

ベスト３２ 牧野　隆太 まきの　りゅうた 西大寺 ベスト３２ 田中　未優 たなか　みゆう 就実

ベスト３２ 中島　隆貴 なかしま　りゅうき 倉敷商業 ベスト３２ 貞廣　希 さだひろ　のぞみ 津山東

ベスト３２ 進倉　力武 しんくら　つとむ 倉敷 ベスト３２ 野上　佳穂 のがみ　かほ 津山

ベスト３２ 佐々木　大樹 ささき　たいき 倉敷 ベスト３２ 友重　愛梨 ともしげ　あいり 総社

ベスト３２ 大竹野　光 おおたけの　ひかる 興譲館 ベスト３２ 野上　晴菜 のがみ　はるな 津山

ベスト３２ 三宅　康太 みやけ　こうた 津山 ベスト３２ 高原　彩乃 たかはら　あやの 就実

ベスト３２ 塔本　惇太 とうもと　あつや 岡山朝日 ベスト３２ 片山　みのり かたやま　みのり 津山東

ベスト３２ 沖丸　雄一郎 おきまる　ゆういちろう 津山東 ベスト３２ 植月　陽美 うえつき　はるみ 津山

ベスト３２ 谷林　昂城 たにばやし　こうき 勝間田 ベスト３２ 高木　穂香 たかぎ　ほのか 岡山東商業

ベスト３２ 小橋　史和 こばし　ふみかず 岡山城東 ベスト３２ 野中　陽和 のなか　ひより 興譲館

ベスト３２ 古川　誠也 ふるかわ　せいや 岡山一宮 ベスト３２ 山本　怜菜 やまもと　れいな 倉敷商業

ベスト３２ 佐藤　太一 さとう　たいち 倉敷商業 ベスト３２ 矢萩　茜 やはぎ　あかね 津山東

ベスト３２ 槙村　凌太 まきむら　りょうた 津山工業 ベスト３２ 樋田　和泉 といだ　いずみ 岡山一宮
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