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　　※男女上位4チームと女子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 岩佐　知征 いわさ　ちせい 岡山商大附 第１位 上山　伽音 うえやま　かのん 岡山商大附

第２位 植月　優斗 うえつき　ゆうと 玉島 第２位 鹿毛　睦心 かげ　むつみ 岡山商大附

第３位 奥田　凱斗 おくだ　かいと 玉島 第３位 横井　乙葉 よこい　おとは 玉島

第３位 小野　瑚一郎 おの　こいちろう 倉敷 第３位 二宮　綾音 にのみや　あやね 岡山商大附

ベスト８ 赤星　陽生 あかほし　はるき 玉島 ベスト８ 石田　光彩 いしだ　ひかり 西大寺

ベスト８ 武本　莉玖 たけもと　りく 興譲館 ベスト８ 古庄　桃望 ふるしょう　ももみ 岡山商大附

ベスト８ 河口　莉久 こうぐち　りく 岡山一宮 ベスト８ ピンカートン　沙羅 ぴんかーとん　さら 岡山操山

ベスト８ 中村　聡汰 なかむら　そうた 倉敷青陵 ベスト８ 森本　明加理 もりもと　あかり 玉島

ベスト１６ 河﨑　貴大 かわさき　たかひろ 就実 ベスト１６ 菅野　一花 すがの　いちか 玉島

ベスト１６ 奥山　周平 おくやま　しゅうへい 倉敷南 ベスト１６ 冨谷　由華 とみや　ゆか 西大寺

ベスト１６ 坂元　陽色 さかもと　ひいろ 津山工業 ベスト１６ 國米　凛 こくまい　りん 津山東

ベスト１６ 板谷　航汰 いただに　こうた 西大寺 ベスト１６ 原田　寿美伶 はらだ　すみれ 津山東

ベスト１６ 楠本　大智 くすもと　だいち 西大寺 ベスト１６ 田中　愛寿可 たなか　あすか 岡山商大附

ベスト１６ 德永　渚 とくなが　なぎさ 玉島 ベスト１６ 武田　留佳 たけだ　るか 玉島

ベスト１６ 永井　真琴 ながい　まこと 共生 ベスト１６ 安田　菜々花 やすだ　ななか 岡山商大附

ベスト１６ 福長　光矢 ふくなが　こうや 岡山商大附 ベスト１６ 平井　杏奈 ひらい　あんな 津山商業

ベスト３２ 直原　耕一郎 じきはら　こういちろう 岡山操山 ベスト３２ 島村　真実愛 しまむら　まみあ 就実

ベスト３２ 遠藤　大介 えんどう　だいすけ 共生 ベスト３２ 竹内　優芽 たけうち　ゆめ 倉敷

ベスト３２ 熊谷　志隆 くまがい　しりゅう 岡山操山 ベスト３２ 武田　葵衣 たけだ　あおい 西大寺

ベスト３２ 後川　陽哉 あとかわ　はるや 興譲館 ベスト３２ 妹尾　真瑚 せのお　まこ 岡山朝日

ベスト３２ 剱持　利宗 けんもつとしむね 倉敷青陵 ベスト３２ 西木　愛実 にしき　えみ 岡山城東

ベスト３２ 佐藤　文哉 さとう　ふみや 水島工業 ベスト３２ 杉本　愛呼 すぎもと　あこ 津山東

ベスト３２ 金子　礼 かねこ　れい 玉島 ベスト３２ 豊田　莉実 とよだ　りみ 倉敷商業

ベスト３２ 三浦　拓人 みうら　ひろと 津山工業 ベスト３２ 長井　理央 ながい　りお 和気閑谷

ベスト３２ 清水　叶都 しみず　かなと 興譲館 ベスト３２ 桐谷　真衣 きりたに　まい 倉敷青陵

ベスト３２ 石井　楓 いしい　かえで 西大寺 ベスト３２ 横井　杏樹 よこい　あんじゅ 玉島

ベスト３２ 岡本　美成 おかもと　よしなり 倉敷 ベスト３２ 南葉　悠衣 なんば　ゆい 玉野光南

ベスト３２ 三木　晴喜 みき　はるき 玉野光南 ベスト３２ 今井　安結実 いまい　あゆみ 西大寺

ベスト３２ 髙橋　歩夢 たかはし　あゆむ 津山東 ベスト３２ 西川　碧海 にしかわ　あみ 岡山操山

ベスト３２ 有田　優大 ありた　ゆうだい 岡山商大附 ベスト３２ 藤原　萌花 ふじわら　もえか 岡山操山

ベスト３２ 岡内　完樹 おかうち　かんき 倉敷青陵 ベスト３２ 清水　美緒 しみず　みお 津山

ベスト３２ 横谷　瑞貴 よこたに　みずき 津山東 ベスト３２ 森脇　由子 もりわき　ゆうこ 岡山操山
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