
順位 氏名 よみがな 学校名 順位 氏名 よみがな 学校名 学年 順位 学校名

優勝 大畑 隼人 おおはた　はやと 西大寺 三年 優勝 岡田　好美 おかだ　よしみ 岡山東 三年 優勝 西大寺

２位 大内 盛勢 おおうち　しげなり 西大寺 三年 ２位 佐藤　ひとみ さとう　ひとみ 岡山東 三年 ２位 朝日

３位 松本 長将 まつもと　ながまさ 朝　日 三年 ３位 豊田　香織 とよた　かおり 津山 三年 ３位 倉敷

３位 中条 史也 ちゅうじょう　ふみや 倉　敷 三年 ３位 曽我部　里沙 そがべ　りさ 倉敷商 一年 ３位 津山東

８位 野口 陽平 のぐち　ようへい 岡山東商 三年 ８位 長石　祥子 ながいし　しょうこ 津山東 二年 ５位 邑久

８位 早瀬 寛明 はやせ　ひろあき 津山東 三年 ８位 国定　町江 くにさだ　まちえ 西大寺 三年 ５位 津山工業

８位 近間 太景志 こんま　たけし 朝　日 三年 ８位 末廣　仁美 すえひろ　ひとみ 西大寺 二年 ５位 津山

８位 久安 温 ひさやす　あつし 美　作 一年 ８位 成田　朱 なりた　あけみ 城東 三年 ５位 作陽

16位 西濱 純平 にしはま　じゅんぺい 玉野光南 三年 16位 岡本　典子 おかもと　のりこ 倉敷商 一年

16位 北本 拓士 きたもと　たくし 津山東 三年 16位 長田　愛真 おさだ　あいま　 玉野光南 三年

16位 妹尾 政憲 せのお　まさのり 津山工 三年 16位 福島　祥子 ふくしま　しょうこ 岡山東 三年 順位 学校名

16位 在本 悠作 ありもと　ゆうさく 西大寺 三年 16位 山田　安希乃 やまだ　あきの 朝日 二年 優勝 西大寺

16位 石井 祐幸 いしい　ゆうこう 興譲館 二年 16位 三宅　栄美 みやけ　えみ　 玉野光南 三年 ２位 津山東

16位 久保田直人 くぼた　なおと 作　陽 三年 16位 鴨宮　利江 かもみや　りえ 就実 三年 ３位 就実

16位 伊東 隆博 いとう　たかひろ 古城池 三年 16位 橋本　絵里香 はしもと　えりか
津山東 三年

３位 岡山東商

16位 浜中 泰裕 はまなか　やすひろ 玉野光南 二年 16位 瀧　真由美 たき　まゆみ
津山 三年

５位 倉敷商

32位 笹岡 亮祐 ささおか　りょうすけ 瀬　戸 三年 32位 太田　佳那 おおた　かな 芳泉 三年 ５位 朝日

32位 村田 浩二 むらた　こうじ 津山工 三年 32位 古舞　睦子 ふるまい　むつこ 操山 三年 ５位 共生

32位 村上達基 むらかみ　たつき 津　山 三年 32位 友實　美香 ともざね　みか 朝日 三年

32位 香積 正啓 かづみ　まさひろ 美　作 一年 32位 中川　真理 なかがわ　まり 城東 三年

32位 森原 諒 もりはら　りょう 興譲館 一年 32位 奥橋　奈津美 おくはし　なつみ 邑久 三年

32位 志村翼 しむら　つばさ 倉敷商 一年 32位 佐藤　恵 さとう　めぐみ 就実 二年

32位 森 修平 もり　しゅうへい 倉　敷 三年 32位 土屋　磨由 ひじや　まゆ 総社 二年

32位 武本 英紘 たけもと　ひでひろ 瀬　戸 三年 32位 沖津　裕子 おきつ　ゆうこ 岡山南 二年

32位 保田 昌幸 やすだ　まさゆき 共　生 三年 32位 服部　範子 はっとり　のりこ 朝日 三年

32位 有元 嘉一 ありもと　よしかず 玉野光南 三年 32位 三石　陽子 みついし　ようこ 津山東 三年

32位 谷 基成 たに　もとしげ 津山工 三年 32位 田村　佳代　 たむら　かよ 津山 三年

32位 川場 光陽 かわば　みつはる 岡山東商 三年 32位 高木　愉香子 たかぎ　ゆかこ 城東 二年

32位 井戸本 典也 いどもと　ふみや 岡山東商 三年 32位 風早　杏美　 かざはや　きょうみ
芳泉 三年

32位 佐藤充展　 さとう　みつのぶ 井　原 三年 32位 額田　麻由美 ぬかだ　まゆみ
就実 二年

32位 永禮 正夫 ながれ　まさお 津山東 三年 32位 大塚　彩 おおつか　あや
東岡工 二年

32位 松田慎平 まつだ　しんぺい 白　陵 三年 32位 高森　志帆 たかもり　しほ
西大寺 三年
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