
(1) 男子個人(1) 男子個人(1) 男子個人(1) 男子個人　　　　形形形形

3

依田　龍聖

1 米井　楓喜 (中道)

2 原田　竜哉 (御南)

鎌田　航太朗 (芳泉)

(日比)

(長船) 31

28

29

皆木　開 (津山東) 30

4 安井　竜汰 (操南) 宮本　龍良

中村　秀麿 (中山)

(操山) 33

5 藤原　拓杜 (桜ヶ丘) 中島　文哉 (御南) 32

6 岸本　光司 (芳泉) 蜂谷　岳人

35

7 大嶋　樹 (福田) 近藤　隼人 (竜操) 34

白神　拓己 (倉敷第一)8 國本　悠太 (福浜)

(上道) 37

9 植田　貴哉 (光南台) 澤村　尚憲 (県立操山) 36

10 玉井　祐次郎 (倉敷南) 小畑　秀人

39

11 田中　奎伍 (富山) 豊嶋　暉直 (福浜) 38

葛西　陸斗 (中道)12 土橋　龍之介 (玉島西)

(富山) 41

13 中山　雅統 (清秀) 蜂谷　龍浩 (中山) 40

14 田中　竜雅 (福浜) 高見　仁

43

15 岡本　健太 (真備) 児島　僚 (西大寺) 42

鎌田　渓士朗 (芳泉)16 廣澤　佳星 (鶴山)

(高陽) 45

17 西本　達哉 (玉島北) 中塚　匠 (玉島北) 44

18 下山　雄生 (竜操) 沢田　和馬

47

19 戸田　幹太 (操山) 市村　亘 (桜ヶ丘) 46

若林　直希 (富山)20 大倉　仁 (牛窓)

坂本　龍雅

21 川井　勇真 (倉敷東)

22 佐藤　魁斗 (上南)

(光南台) 50

光田　陸人 (岡北) 48

(下津井) 49

波之平　郁弥 (芳田) 51

23 安永　大騎 (高陽) 井上　雅貴

24 森安　陸 (芳田)

25 白石　航 (北陵) 守屋　大地 (連島) 52

26 是友　遥斗 (上道) 藤山　玲司 (上道) 53

27 前岡　諄哉 (岡輝) 野川　大哉 (御南) 54

岸本　祥太郎 (中道) 55



(2) 女子個人(2) 女子個人(2) 女子個人(2) 女子個人　　　　形形形形

3

奥谷　鈴菜

1 中野　るか (操山)

2 多丸　木有生 （宇野)

河野　結愛 (新田)

(芳泉)

(津山西) 19

16

17

藤井　優妃 (金光学園) 18

4 久下　芽有 (総社) 藤本　稚菜

定森　花乃音 (新田)

(竜操) 21

5 金田　歩 (西大寺) 佐藤　凛華 (上南) 20

6 岡﨑　由樹 (上南) 宮内　汐梨

23

7 並里　奈緒子 (倉敷第一) 岡本　姫奈 (倉敷第一) 22

定森　向日葵 (新田)8 森本　樹 (新田)

成本　優佳

9 児子　由那 (中山)

10 金本　明日香 (荘内)

(備前) 26

齋藤　楓 (西大寺) 24

(理大附属) 25

森　みずき (中山) 27

11 並里　安希子 (倉敷第一) 杉山　叶依

12 小河　千晶 (哲多)

13 神原　さくら (上南) 岩﨑　美貴 (邑久) 28

14 石田　姫依 (操南) 植木　桃子 (新見第一) 29

15 小田　知佳 (西大寺)



(3) 男子個人(3) 男子個人(3) 男子個人(3) 男子個人　　　　組手組手組手組手

3

高見　仁

1 牧野　耕太郎 (郷内)

2 田中　竜雅 (福浜)

山岡　一勝 (福田)

(富山)

(玉島北) 40

37

38

万代　基貴 (上南) 39

4 大倉　仁 (牛窓) 西本　達哉

小畑　秀人 (上道)

(桜ヶ丘) 42

5 白石　航 (北陵) 丸尾　太一 (福浜) 41

6 斉藤　生人 (福浜) 市村　亘

44

7 白神　拓己 (倉敷第一) 中村　甚太 (下津井) 43

伊藤　佑太 (岡大附属)8 藤原　拓杜 (桜ヶ丘)

(芳田) 46

9 塚田　波瑠 (北陵) 蜂谷　岳人 (操山) 45

10 山岡　政稀 (福田) 森安　陸

48

11 豊嶋　暉直 (福浜) 龍野　琳太郎 (福浜) 47

浦　凌平 (操南)12 波之平　郁弥 (芳田)

(長船) 50

13 三宅　将真 (石井) 鎌田　航太朗 (芳泉) 49

14 中村　秀麿 (中山) 宮本　龍良

52

15 岸本　光司 (芳泉) 野川　大哉 (御南) 51

安永　大騎 (高陽)16 中西　竜基 (中道)

(鶴山) 54

17 玉井　祐次郎 (倉敷南) 下山　雄生 (竜操) 53

18 前岡　諄哉 (岡輝) 市本　潤

56

19 安井　竜汰 (操南) 大嶋　樹 (福田) 55

原田　竜哉 (御南)20 西　優輔 (東山)

(清秀) 58

21 若林　直希 (富山) 塚田　天羅 (鶴山) 57

22 戸田　幹太 (操山) 中山　雅統

60

23 大山　夢咲士 (荘内) 柏原　啓吾 (福浜) 59

是友　遥斗 (上道)24 鎌田　渓士朗 (芳泉)

(荘内) 62

25 前原　啓人 (北陵) 土橋　龍之介 (玉島西) 61

26 沢田　和馬 (高陽) 大鹿　壱斗

64

27 坂本　龍雅 (下津井) 牧野　景太郎 (郷内) 63

依田　龍聖 (日比)28 植田　貴哉 (光南台)

(味野) 66

29 江原　虎太郎 (京山) 豊田　章克 (北陵) 65

30 近藤　隼人 (竜操) 荻野　寛太

68

31 中島　文哉 (御南) 田中　奎伍 (富山) 67

川井　勇真 (倉敷東)32 蜂谷　龍浩 (中山)

(中道) 70

33 國本　悠太 (福浜) 模利　総将 (芳泉) 69

34 中塚　匠 (玉島北) 髙橋　佑生

72

35 佐藤　魁斗 (上南) 澤村　尚憲 (県立操山) 71

梶村　幹人 (福浜)36 廣澤　佳星 (鶴山)



(4) 女子個人(4) 女子個人(4) 女子個人(4) 女子個人　　　　組手組手組手組手

3

並里　安希子

1 中野　るか (操山)

2 林　杏美 (東陽)

山下　愛子 (津山西)

(倉敷第一)

(灘崎) 19

16

17

多丸　木有生 (宇野) 18

4 河野　結愛 (新田) 竹下　佑希

植木　桃子 (新見第一)

(新田) 21

5 國米　亜衣美 (北陵) 神原　さくら (上南) 20

6 佐藤　凛華 (上南) 森本　樹

23

7 金田　歩 (西大寺) 平賀　志歩 (操山) 22

金本　明日香 (荘内)8 小田　知佳 (西大寺)

岡本　姫奈

9 小河　千晶 (哲多)

10 前島　晶子 (岡大附属)

(操山) 26

岡﨑　由樹 (上南) 24

(倉敷第一) 25

岩﨑　美貴 (邑久) 27

11 奥谷　鈴菜 (芳泉) 小松原　咲希

12 定森　向日葵 (新田)

13 成本　優佳 (理大附属) 齋藤　楓 (西大寺) 28

14 森　海玖 (倉敷北) 定森　花乃音 (新田) 29

15 並里　奈緒子 (倉敷第一)



(5) 男子団体(5) 男子団体(5) 男子団体(5) 男子団体　　　　形形形形

(6) 女子団体(6) 女子団体(6) 女子団体(6) 女子団体　　　　形形形形

(7) 男子団体(7) 男子団体(7) 男子団体(7) 男子団体　　　　組手組手組手組手

(8) 女子団体(8) 女子団体(8) 女子団体(8) 女子団体　　　　組手組手組手組手

1 津山市立中道中学校

2 岡山市立富山中学校

1 岡山市立西大寺中学校

津山市立中道中学校 岡山市立竜操中学校

津山市立鶴山中学校

7

1 岡山市立福浜中学校 倉敷市立郷内中学校 6

2

9

3 岡山市立京山中学校 岡山市立操南中学校 8

4 岡山市立富山中学校

5 倉敷市立福田中学校

1 岡山市立操山中学校 岡山市立西大寺中学校 4

2 岡山市立京山中学校 倉敷市立倉敷第一中学校 5

3 倉敷市立新田中学校


