
１位 興譲館
２位 興譲館
３位 倉敷商
３位 玉野光南

メ メ
コ メ

メメ コメ
メト コ

メメ コ メ メメ
メ メ

コ
不戦

コ
コメ メ

コ
メ

メ メコ ト
メ メメ

反
メ 反

コ
メメ

メ

コメ
ト

メメ メ

コ

メ 不戦
メト

コ コ

メ
メ トメ

コ メ コ
メコ メコ

ト メメ
メ

メ メ コ

ココ コ

メ コ
ト コト

メメ

メ メ
コト

メト
コメ

メ ト
メメ メ メメ

メト コ
メメ

ﾒﾒ メ
ｺｺ

メメ
メ メメ

ココ メメ
メコ メ メ コ

不戦 コト
メ

コメ ト
メコ トメ46 堅田　高代 (倉敷商)

女子個人

津山東体育館

第52回中国高校剣道大会岡山県予選

平成１８年５月３日（水）４日（木）
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宅
恵
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44

大塚 愛弓ベスト８

45 山崎  美輝 (高梁城南)

三宅 恵子

山奥　唯

福田 理津子
興譲館
津山 ベスト８

(津山商) 山奥　紫 (美  作)90

赤澤　友里 (青  陵)

堀 有江
曽我部 里奈
西濱 加那子

三宅　恵子 (興譲館)92

中川  真里絵 (川崎医附)91

ベスト８

ベスト８

43 歳盛　愛美 (城  東)

松比良　栄美
島村 美帆

玉野光南

西大寺

42 西本　佳織 (西大寺)

41 青山　曜子 (岡山東商)

河野  有香 (朝  日)88

山崎　麻未 (津山東)87

40 清水　杏奈 (美  作)

39 石野　沙知子 (一  宮)

万代　みどり (邑  久)86

佐藤　未帆 (瀬戸南)85

38 津村　彩 (金光学園)

37 上寺　加奈代 (玉  島)

坂田　玲 (天  城)84

河本　早久良 (総社南)83

36 松比良　栄美 (玉野光南)

35 二宮　知江子 (津山東)

田中　ひかる (岡山東商)82

水島　千晶 (津山商)81

34 高木　暁子 (青  陵)

33 今井  加奈子 (川崎医附)

柏原　弘実 (一  宮)80

古谷  ひとみ (就  実)79

32 掛谷　友里恵 (共  生)

31 山脇　裕美 (邑  久)

鍵本　恭子 (玉  島)78

小松　由佳 (古城池)77

30 田邊　亜沙子 (操  山)

29 植月　愛美 (津  山)

重本　真希 (倉敷商)76

三好　加奈子 (操  山)75

28 淺野　和美 (倉敷中央)

27 原田　奈央 (大安寺)

渡辺　さゆり (総  社)74

目黒　成美 (大安寺)73

26 井藤　聡美 (岡山南)

25 中川　麻里 (総社南)

角木　結加 (岡山南)72

小野  優紀 (瀬  戸)71

24 堀　有江 (興譲館)

23 額田　梨里華 (城  東)

西濱　加那子 (玉野光南)70

曽我部　里奈 (倉敷商)69

22 國定　ゆり (邑  久)

興
譲
館21 田中　麻里 (倉敷中央)

20 立野　香那子 (共  生)

原田  尚佳 (就  実)68

長山　由佳 (玉野光南)67

藤井　陽子 (瀬戸南)66

平松　梨奈 (共  生)19 川上　美香 (井  原) 65

18 正保  佐知子 (朝  日)

17 大塚　愛弓 (興譲館)

迫本  明恵 (高梁城南)64

山根　光永 (津  山)63

16 白神　典子 (総  社)

15 板垣　友圭梨 (白  陵)

塩津　絢子 (倉敷中央)62

新谷　泉 (金光学園)61

14 藤井　友理恵 (青  陵)

13 秋山　萌美 (一  宮)

東　はるか (総社南)60

伊藤　睦 (日本原)59

12 小西　麗子 (就  実)

11 内田　美里 (西大寺)

光石　理絵 (津山東)58

藤森　佑希恵 (城  東)57

10 牧　直美 (勝  山)

9 井上　彩 (津山商)

玉置  令奈 (落  合)56

長谷川　怜香 (美  作)55

8 渡辺  ナナコ (高梁城南)

7 藤原　由紀子 (瀬戸南)

平野　多加恵 (大安寺)54

安田　恵子 (天  城)53

6 難波　美樹 (操  山)

5 上田　さゆり (岡山東商)

梶谷　知代 (総  社)52

谷井  結香 (朝  日)51

4 西口　和希 (高  梁)

3 江原  愛美 (瀬  戸)

松尾　栄里 (ベル学園)50

古山  恵理子 (瀬  戸)49

2 三宅　杏 (天  城)

1 福田　理津子 (津  山)

角田　真理 (岡山南)48

島村　美帆 (西大寺)47


