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　　※男女上位4チームと男子5位　岡山商大附高校　　女子5位　就実高校　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 横井　玖竜 よこい　くりゅう 玉島 第１位 水川　晴奈 みずかわ　はるな 西大寺

第２位 片岡　俊介 かたおか　しゅんすけ 津山工業 第２位 真野　雅弓 まの　まゆみ 玉島

第３位 忠政　幸太郎 ただまさ　こうたろう 西大寺 第３位 本山　優海 もとやま　ゆうみ 西大寺

第３位 代谷　凌辰 しろや　りょうたつ 共生 第３位 松井　捺生 まつい　なつき 西大寺

ベスト８ 豊岡　李矩 とよおか　りく 倉敷 ベスト８ 渡邉　那月 わたなべ　なつき 倉敷商業

ベスト８ 岩本　拓己 いわもと　たくみ 玉島 ベスト８ 山本　真生 やまもと　まさき 西大寺

ベスト８ 佐藤　公軌 さとう　こうき 倉敷 ベスト８ 笠尾　観葵 かさお　みずき 津山

ベスト８ 和田　武佐志 わだ　むさし 西大寺 ベスト８ 和田　実乃里 わだ　みのり 西大寺

ベスト１６ 酒井　皐稀 さかい　こうき 岡山商大附 ベスト１６ 牧野　美里 まきの　みさと 就実

ベスト１６ 吉本　昌彦 よしもと　まさひこ 就実 ベスト１６ 坂川　加奈 さかがわ　かな 西大寺

ベスト１６ 戸摩　澪児 とま　れいじ 倉敷商業 ベスト１６ 中西　利音 なかにし　りのん 岡山商大附

ベスト１６ 宮﨑　翼 みやざき　つばさ 倉敷 ベスト１６ 武田　留奈 たけだ　るな 玉島

ベスト１６ 和気　一磨 わけ　かずま 岡山操山 ベスト１６ 大川内　愛莉 おおかわち　あいり 岡山商大附

ベスト１６ 佐藤　光 さとう　ひかる 共生 ベスト１６ 福田　夕依 ふくだ　ゆい 岡山東商業

ベスト１６ 尾原　諒 おはら　りょう 津山 ベスト１６ 柚本　美穂 ゆもと　みほ 津山東

ベスト１６ 近藤　健心 こんどう　けんしん 倉敷商業 ベスト１６ 古庄　七瀬 ふるしょう　ななせ 岡山操山

ベスト３２ 組橋　耀 くみはし　かい 岡山商大附 ベスト３２ 原田　寿美伶 はらだ　すみれ 津山東

ベスト３２ 菅本　錬 すがもと　れん 玉島 ベスト３２ 山本　里緒奈 やまもと　りおな 岡山操山

ベスト３２ 関町　颯斗 せきまち　はやと 総社 ベスト３２ 山本　日菜子 やまもと　ひなこ 玉島

ベスト３２ 菊地　恭介 きくち　きょうすけ 岡山東商業 ベスト３２ 杉江　春佳 すぎえ　はるか 西大寺

ベスト３２ 小阪　優弥 おさか　ゆうや 津山 ベスト３２ 平松　里佳子 ひらまつ　りかこ 玉島

ベスト３２ 重松　宏紀 しげまつ　ひろき 西大寺 ベスト３２ 浜原　優希 はまはら　ゆうき 岡山操山

ベスト３２ 水上　風吹 みずかみ　ふぶき 倉敷 ベスト３２ 尾﨑　春那 おざき　はるな 共生

ベスト３２ 続木　大翔 つづき　やまと 岡山商大附 ベスト３２ 上浦　舞子 うえうら　まいこ 就実

ベスト３２ 小笹　由貴 こささ　ゆうき 倉敷商業 ベスト３２ 沖永　紗弥子 おきなが　さやこ 津山

ベスト３２ 石井　友樹 いしい　ともき 西大寺 ベスト３２ 小林　涼乃 こばやし　すずの 就実

ベスト３２ 宰務　将光 さいむ　まさみつ 共生 ベスト３２ 丸尾　優奈 まるお　ゆうな 岡山操山

ベスト３２ 石原　紳策 いしはら　しんさく 岡山芳泉 ベスト３２ 井元　亜紀 いのもと　あき 倉敷商業

ベスト３２ 澤田　宗樹 さわだ　そうき 興譲館 ベスト３２ 浮田　侑里 うきた　ゆり 倉敷天城

ベスト３２ 森本　惟 もりもと　ゆい 岡山東商業 ベスト３２ 楠本　千智 くすもと　ちさと 就実

ベスト３２ 岡﨑　彪流 おかざき　たける 岡山商大附 ベスト３２ 秋山　理乃 あきやま　りの 共生

ベスト３２ 友野　日那向 ともの　ひなた 玉島 ベスト３２ 遠藤　桃香 えんどう　ももか 岡山商大附
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