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　　※男女上位4チームと男子5位高校　津山工業高校　女子5位　倉敷商業高校　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 坂本　匡生 さかもと　まさき 玉島 第１位 渡辺　千晴 わたなべ　ちはる 岡山商大附

第２位 森脇　賢伍 もりわき　けんご 倉敷 第２位 武田　留奈 たけだ　るな 玉島

第３位 久保田　祐生 くぼた　ゆうき 西大寺 第３位 真野　愛弓 まの　あゆみ 玉島

第３位 宮本　翔太 みやもと　しょうた 興譲館 第３位 本山　優海 もとやま　ゆうみ 西大寺

ベスト８ 藤田　智也 ふじた　ともや 倉敷 ベスト８ 井上　侑子 いのうえ　ゆうこ 西大寺

ベスト８ 坂元　玲斗 さかもと　れいと 興譲館 ベスト８ 竹井　聡美 たけい　さとみ 玉島

ベスト８ 代谷　凌辰 しろや　りょうたつ 共生 ベスト８ 水川　晴奈 みずかわ　はるな 西大寺

ベスト８ 大橋　拓真 おおはし　たくま 倉敷 ベスト８ 平松　里佳子 ひらまつ　りかこ 玉島

ベスト１６ 牧野　尚大 まきの　なおと 西大寺 ベスト１６ 小林　涼乃 こばやし　すずの 就実

ベスト１６ 北田　知基 きただ　ともき 玉島 ベスト１６ 直原　なつき じきはら　なつき 岡山操山

ベスト１６ 河口　紘都 こうぐち　ひろと 岡山操山 ベスト１６ 遠藤　桃香 えんどう　ももか 岡山商大附

ベスト１６ 樋口　健斗 ひぐち　けんと 津山工業 ベスト１６ 小野　成海 おの　なるみ 岡山操山

ベスト１６ 牧野　功征 まきの　こうせい 興譲館 ベスト１６ 平井　里歩 ひらい　りほ 津山東

ベスト１６ 西尾　翼 にしお　つばさ 玉野光南 ベスト１６ 笠尾　観葵 かさお　みずき 津山

ベスト１６ 真野　慧人 まの　けいと 岡山操山 ベスト１６ 澁谷　百華 しぶや　ももか 岡山南

ベスト１６ 河内　将吾 かわうち　しょうご 玉野光南 ベスト１６ 小林　愛 こばやし　あい 就実

ベスト３２ 森本　惟 もりもと　ゆい 岡山東商業 ベスト３２ 根来　優羽 ねごろ　ゆう 岡山商大附

ベスト３２ 北浦　克征 きたうら　かつゆき 玉野光南 ベスト３２ 田中　萌 たなか　もえ 津山東

ベスト３２ 伊東　光月 いとう　みづき 倉敷天城 ベスト３２ 口ノ町　美鈴 くちのまち　みすず 倉敷商業

ベスト３２ 片岡　俊介 かたおか　しゅんすけ 津山工業 ベスト３２ 石田　恵々瑠 いしだ　ええる 岡山商大附

ベスト３２ 横井　玖竜 よこい　くりゅう 玉島 ベスト３２ 喜夛尾　綸 きたお　いと 岡山朝日

ベスト３２ 犬養　錬 いぬかい　れん 西大寺 ベスト３２ 島崎　光里 しまざき　みさと 津山工業

ベスト３２ 池上　真太郎 いけがみ　しんたろう 倉敷 ベスト３２ 楠本　千智 くすもと　ちさと 就実

ベスト３２ 渡邉　規介 わたなべ　きすけ 倉敷商業 ベスト３２ 福田　夕依 ふくだ　ゆい 岡山東商業

ベスト３２ 竹元　一平 たけもと　いっぺい 西大寺 ベスト３２ 川上　真裕子 かわかみ　まゆこ 倉敷商業

ベスト３２ 吉本　昌彦 よしもと　まさひこ 就実 ベスト３２ 菅本　藍 すがもと　あい 玉島

ベスト３２ 宮﨑　翼 みやざき　つばさ 倉敷 ベスト３２ 武田　真歩 たけだ　まほ 岡山理大附

ベスト３２ 小坂田　滉也 おさかだ　ひろや 林野 ベスト３２ 渡邉　那月 わたなべ　　なつき 倉敷商業

ベスト３２ 赤木　亮太 あかぎ　りょうた 倉敷 ベスト３２ 山本　明音 やまもと　あかね 岡山芳泉

ベスト３２ 鴨川　嵐士 かもがわ　あらし 興譲館 ベスト３２ 豊福　千尋 とよふく　ちひろ 津山

ベスト３２ 川口　優輝 かわぐち　ゆうき 西大寺 ベスト３２ 小倉　佑梨 おぐら　ゆうり 津山東

ベスト３２ 板谷　涼平 いただに　りょうへい 津山工業 ベスト３２ 行里　瑠奈 ゆきさと　るな 岡山商大附
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