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　　※男女上位4チームと男子5位倉敷商業高校　　女子5位　岡山操山高校　が中国大会出場

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 平松　大貴 ひらまつ　だいき 玉島 第１位 橋本　采佳 はしもと　あやか 興譲館

第２位 森木　大生 もりき　たいせい 西大寺 第２位 元長　鈴 もとなが　りん 玉島

第３位 妹尾　光星 せのお　こうせい 倉敷 第３位 安田　莉菜 やすだ　りな 玉島

第３位 佐藤　太一 さとう　たいち 倉敷商業 第３位 谷本　理緒 たにもと　りお 玉島

ベスト８ 本山　皓太 もとやま　こうた 西大寺 ベスト８ 秋山　遥奈 あきやま　はるな 共生

ベスト８ 藤本　大地 ふじもと　だいち 玉島 ベスト８ 白神　夕香 しらかみ　ゆうか 興譲館

ベスト８ 水川　竜太 みずかわ　りゅうた 倉敷商業 ベスト８ 矢萩　茜 やはぎ　あかね 津山東

ベスト８ 嶋村　健 しまむら　けん 西大寺 ベスト８ 淺野　愛可 あさの　あいか 西大寺

ベスト１６ 清水　聡一郎 しみず　そういちろう 津山東 ベスト１６ 続木　織衣 つづき　おりえ 西大寺

ベスト１６ 永井　一徳 ながい　かずのり 興譲館 ベスト１６ 山本　怜菜 やまもと　れいな 倉敷商業

ベスト１６ 大森　一史 おおもり　かずふみ 倉敷 ベスト１６ 北野　優 きたの　ゆう 西大寺

ベスト１６ 槙村　凌太 まきむら　りょうた 津山工業 ベスト１６ 直原　みなみ じきはら　みなみ 岡山操山

ベスト１６ 幡中　聖也 はたなか　まさや 西大寺 ベスト１６ 田邉　胡未 たなべ　うみ 西大寺

ベスト１６ 浮田　晃希 うきた　こうき 倉敷青陵 ベスト１６ 坂川　未歩 さかがわ　みほ 岡山南

ベスト１６ 日野田　和也 ひのだ　かずや 津山東 ベスト１６ 田中　萌 たなか　もえ 津山東

ベスト１６ 有木　渉 ありき　わたる 津山工業 ベスト１６ 平　侑果 ひら　ゆうか 興譲館

ベスト３２ 真壁　光輝 まかべ　こうき 津山工業 ベスト３２ 大熨　奈央 おおのし　なおう 岡山東商業

ベスト３２ 秋田　凪 あきた　なぎ 総社 ベスト３２ 山本　マウ やまもと　まう 興譲館

ベスト３２ 真野　慧人 まの　けいと 岡山操山 ベスト３２ 小林　愛 こばやし　あい 就実

ベスト３２ 藤田　玲亜 ふじた　れいあ 倉敷 ベスト３２ 真野　愛弓 まの　あゆみ 玉島

ベスト３２ 初川　祐輔 はつかわ　ゆうすけ 岡山商大附 ベスト３２ 小林　涼乃 こばやし　すずの 就実

ベスト３２ 三宅　悠太 みやけ　ゆうた 津山 ベスト３２ 丹下　由圭李 たんげ　ゆかり 岡山南

ベスト３２ 柴田　翔矢 しばた　しょうや 興譲館 ベスト３２ 河原　愛 かわら　あい 津山東

ベスト３２ 植木　隆生 うえき　りゅうせい 玉島 ベスト３２ 野上　晴菜 のがみ　はるな 津山

ベスト３２ 都井　楓 とい　かえで 津山工業 ベスト３２ 野上　佳穂 のがみ　かほ 津山

ベスト３２ 酒井　皐稀 さかい　こうき 岡山商大附 ベスト３２ 境　桃子 さかい　ももこ 倉敷商業

ベスト３２ 大竹野　開 おおたけの　かい 興譲館 ベスト３２ 菅本　藍 すがもと　あい 玉島

ベスト３２ 丸山　海吏 まるやま　かいり 倉敷天城 ベスト３２ 田中　瑞稀 たなか　みずき 津山東

ベスト３２ 豊岡　龍弥 とよおか　りゅうや 倉敷 ベスト３２ 田口　裕里子 たぐち　ゆりこ 津山

ベスト３２ 川上　陽向 かわかみ　ひなた 西大寺 ベスト３２ 谷脇　可奈子 たにわき　かなこ 岡山東商業

ベスト３２ 中島　隆貴 なかしま　りゅうき 倉敷商業 ベスト３２ 石田　さくら いしだ　さくら 共生

ベスト３２ 河口　紘都 こうぐち　ひろと 岡山操山 ベスト３２ 三宅　静流 みやけ　しずる 岡山一宮
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