
氏名 所属 氏名 所属

１位 古山青空 福田 敢闘賞 原　千児 熊山ｓｐ

２位 加治屋琥大 牧石ｓｐ 敢闘賞 皆木大和 養徳館

３位 吉永徹三 芥子山 敢闘賞 杉井健臣 乙島ｓｐ

３位 吉田大河 昇龍館一福 敢闘賞 本多謙志 木山美川ｓｐ

１位 尾池一成 福田 敢闘賞 今井悠之亮 養徳館

２位 佐伯昇真 山手ｓｐ 敢闘賞 藤原幹太 五徳剣志舘

３位 繁田柊也 乙島ｓｐ 敢闘賞 森永光稀 乙島ｓｐ

３位 山本暖馬 養徳館 敢闘賞 山本真暉 山手ｓｐ

１位 木浦心太郎 津山南 敢闘賞 島村碧英羅 蓮昌寺

２位 永山勇司 五徳剣志舘 敢闘賞 杉本煌青 昇龍館一福

３位 植木栄心 五徳剣志舘 敢闘賞 関　友紀 南輝ｓｐ

３位 河田大樹 真備東ｓｐ 敢闘賞 藤井悠人 蓮昌寺

１位 有元嘉人 五徳剣志舘 敢闘賞 宮辺瑞生 昇龍館一福

２位 江藤春道 御野ｓｐ 敢闘賞 菊伊啓介 伊里ｓｐ

３位 勝浦　心 吉備ｓｐ 敢闘賞 河内洸樹 蓮昌寺

３位 竹田智哉 吉備ｓｐ 敢闘賞 吉村輝奏 福田

１位 中田滉刀 玉島 敢闘賞 伊代壮汰 玉島

２位 甲田晟大 福田 敢闘賞 角谷瑞星 久代ｓｐ

３位 徳山湊太 典武館 敢闘賞 堀遼太郎 大元ｓｐ

３位 柏山珂徳 五徳剣志舘 敢闘賞 谷本隼人 蓮昌寺

１位 田村悠善 大元ｓｐ 敢闘賞 深井大介 岡山薫風

２位 佐々木怜蒼 吉備ｓｐ 敢闘賞 入江健瑠 西大寺

３位 西山弘夢 総社ｓｐ 敢闘賞 吉永健二 芥子山

３位 清水健登 高倉 敢闘賞 十河歩睦 彦崎ｓｐ

１位 滝澤朋也 玉島 敢闘賞 亀川晟一 鴨方ｓｐ

２位 菅野心平 昇龍館一福 敢闘賞 田中颯太朗 山南ｓｐ

３位 遠藤剣太 南輝ｓｐ 敢闘賞 平田琉士 木山美川ｓｐ

３位 岡　大聖 昇龍館一福 敢闘賞 高野聡大 五徳剣志舘

１位 土田翔空 山南ｓｐ 敢闘賞 片岡直也 正翔館

２位 酒井航士朗 五徳剣志舘 敢闘賞 大橋理人 五徳剣志舘

３位 井上琥大朗 昇龍館一福 敢闘賞 吉本大洋 池田ｓｐ

３位 竹田悠人 吉備ｓｐ 敢闘賞 河田慎一朗 真備東ｓｐ
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氏名 所属 氏名 所属

１位 島村咲愛 御野ｓｐ 敢闘賞 城木佳菜子 可知

２位 東　結夢 水島武道館 敢闘賞 増井音花 菅生若竹会

３位 森下　倫 早島ｓｐ 敢闘賞 磯崎　夢 倉敷巴会

３位 加納莉織音 旭竜ｓｐ 敢闘賞 増田桃華 御南ｓｐ

１位 岡﨑弓月 和気武道館 敢闘賞 砂本芽実 若竹ｓｐ

２位 増田桜華 御南ｓｐ 敢闘賞 竹藤向葵 平島ｓｐ

３位 樫本愛生 伊里ｓｐ 敢闘賞 小山陽向 竜之口ｓｐ

３位 金子未宙 乙島ｓｐ 敢闘賞 仲山愛花 芳泉ｓｐ

１位 長江桃佳 真備東ｓｐ 敢闘賞 土田芽依 山南ｓｐ

２位 増田七望 吉備ｓｐ 敢闘賞 是近伽朋 御津建部ｓｐ

３位 久冨志歩 大元ｓｐ 敢闘賞 尾池紅々苗 福田

３位 植月千夏 養徳館 敢闘賞 原田結那 乙島ｓｐ

１位 土居愛恩 吉備ｓｐ 敢闘賞 武田絢葉 山手ｓｐ

２位 本多　舞 木山美川ｓｐ 敢闘賞 莵原華音 玉島

３位 河原由紗 大元ｓｐ 敢闘賞 小池椎香 御野ｓｐ

３位 横山晴香 乙島ｓｐ 敢闘賞 猪熊湊音 福田

１位 山本珠暉 山手ｓｐ 敢闘賞 山本咲蘭 久米

２位 吉岡千夏 玉島 敢闘賞 森安心子 典武館

３位 丸山実桜莉 菅生若竹会 敢闘賞 梶田知里 北房ｓｐ

３位 平松汐梨 菅生若竹会 敢闘賞 小林夕姫 木山美川ｓｐ

１位 小倉紗奈 養徳館 敢闘賞 北本花帆 久米

２位 尾池星奈 福田 敢闘賞 池田芽生 大和ｓｐ

３位 梶田汐里 北房ｓｐ 敢闘賞 山本葉月 佐良山

３位 坂元日萌 木山美川ｓｐ 敢闘賞 林　優衣 菅生若竹会

１位 武田詞葉 山手ｓｐ 敢闘賞 熊谷香乃 蓮昌寺

２位 保坂　葵 倉敷巴会 敢闘賞 小田彩瑛 勝山

３位 本多実咲 木山美川ｓｐ 敢闘賞 宮本知奈 御南ｓｐ

３位 小林海玖 芥子山ｓｐ 敢闘賞 宇都宮一沙 山手ｓｐ

１位 岡本清花 吉備ｓｐ 敢闘賞 三村心奈美 鏡野

２位 近藤真央 岡山薫風 敢闘賞 山下加琳 福田

３位 川島あかり 倉敷巴会 敢闘賞 吉村桜弥 福田

３位 石井　心 久米 敢闘賞 大月あさひ 山手ｓｐ
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