
(岡山武道館)38

1佐々木 (養徳館道場) 岡村 (高松ｓｐ)36

田中 (象士舘道場) 豊福 (武蔵武道館)372

(朝日ｓｐ)39

3川崎

4山口 (柳田ｓｐ) 亀井

(吉永ｓｐ) 片山

(西大寺道場)41

5飛岡 (鏡野剣道教室) 高見 (南輝ｓｐ)40

6山下 (鴨方ｓｐ) 牧浦

(三勲ｓｐ) 渡辺

7(竜之口ｓｐ) 川崎 (金光ｓｐ)42

8岸本 (古都ｓｐ) 吉田 (総社ｓｐ)43

片桐

(玉島剣道少年団)44

10升本 (横井ｓｐ) 鎌田 (倉敷児童館ｓｐ)45

9橘

(早島ｓｐ)47

11伊達 (一宮ｓｐ) 河内 (岡山福田ｓｐ)46

12竹内 (牧石ｓｐ) 木村

(御野ｓｐ) 山川

13(赤坂剣友会) 森本 (吉永ｓｐ)48

14横内 (新見ｓｐ) 市瀬 (伊島少年団剣道部)49

田淵

佐
々
木
（

養
徳
館
道
場
）

(清輝ｓｐ)50

16小倉 (総社ｓｐ) 中山 (山南ｓｐ)51

15松本

(上南剣友会)53

17渕崎 (和気武道館) 村上 (彦崎ｓｐ)52

18藤原 (福田道場) 柴田

(津山東剣道教室) 藤原

19(早島ｓｐ) 岡本 (山手ｓｐ)54

20横道 (南輝ｓｐ) 小川 (邑久ｓｐ)55

佐藤

(茶屋町ｓｐ)56

22桝谷 (幡多ｓｐ) 的場 (和気武道館)57

21岡

(宇野ｓｐ)59

23三原 (大元ｓｐ) 尾長谷 (西阿知ｓｐ)58

24木下 (作東ｓｐ) 仲田

(邑久ｓｐ) 寺田

25(平福ｓｐ) 光田 (吉備高原ｓｐ)60

26岸本 (柵原ｓｐ) 白川 (若竹ｓｐ)61

今中

(新見ｓｐ)62

28春名 (武蔵武道館) 坂元 (柵原ｓｐ)63

27岡

(河内ｓｐ)65

29山下 (宇野ｓｐ) 升屋 (岡山西ｓｐ)64

30坪下 (藤田錦ｓｐ) 池田

(上南剣友会) 藤田

31(岡山西ｓｐ) 尾崎 (赤坂剣友会)66

32犬養 (吉備ｓｐ) 河原 (大和ｓｐ)67

越智

(勝山少年クラブ)68

34梁原 (水島武道館) 尾野 (一宮ｓｐ)69

33海野

６年生男子 (1)

(秀明館道場)70

石本 (吉備ｓｐ)71

35岡田 (津山院庄剣道教室) 中尾



丸山 (笠岡ｓｐ)

大森 (水島武道館) 107

澁谷 (牧石ｓｐ) 106 142

栄谷 (義芳塾道場)

小野田 (裳掛ｓｐ)

小林 (和気武道館) 105 141

104 140

山本 (高松ｓｐ)

池上 (象士舘道場)

鈴木 (岡南ｓｐ)

岩崎 (武蔵武道館) 103 139

犬飼 (赤坂剣友会) 102 138

黒田 (鏡野剣道教室)

山本 (邑久ｓｐ)

鳥山 (剣粋館) 101 137

100 136

清水 (新見ｓｐ)

安井 (柵原ｓｐ)

高本 (作東ｓｐ)

山原 (柳田ｓｐ) 99 135

山本 (神目ｓｐ) 98 134

池田 (大元ｓｐ)

坊野 (大元ｓｐ)

赤木 (新見ｓｐ) 97 133

96 132

花田 (吉備高原ｓｐ)

金光 (早島ｓｐ)

丸尾 (吉永ｓｐ)

松田 (岡山西ｓｐ) 95 131

難波 (岡山福田ｓｐ) 94 130

田中 (一宮ｓｐ)

渡辺 (一宮ｓｐ)

山本 (幡多ｓｐ) 93 129

92 128

植木 (倉敷児童館ｓｐ)

妹尾 (西大寺道場)

小坂 (赤坂剣友会)

堀尾 (瀬戸ｓｐ) 91 127

岡田 (高松ｓｐ) 90 126

山名 (芥子山ｓｐ)

小坂 (津山東剣道教室)

伊藤 (柵原ｓｐ) 89 125

88 124

難波 (津山高倉剣道教室)

澤田 (早島ｓｐ)

矢野 (岡山西ｓｐ)

曽根 (中庄ｓｐ) 87 123

中田 (奈義剣道教室) 86 122

内田 (河内ｓｐ)

赤澤 (古都ｓｐ) 85 121 石田 (上南剣友会)

鳥家 (養徳館道場) 84 120

(藤田錦ｓｐ)

坪井 (早島ｓｐ) 83 119 坂井 (岡山福田ｓｐ)

(河内ｓｐ) 82 118 難藤

小崎 (就将剣友会ｓｐ)

難波 (一宮ｓｐ) 81

丸
山
（

笠
岡
ｓ
ｐ
）

117 片桐 (秀明館道場)

稲岡

土井 (倉敷巴会) 80 116

條崎114 (三勲ｓｐ)

山下 (吉永ｓｐ) 79 115 西 (鯉山ｓｐ)

渡部 (岡山武道館) 78

井上 (金光ｓｐ)

平田 (呰部ｓｐ)

塚常 (総社ｓｐ) 77 113

76 112

渡邉 (西阿知ｓｐ)

松田裕 (南輝ｓｐ)

大熊 (川辺ｓｐ)

松田翔 (南輝ｓｐ) 75 111

浦島 (勝山少年クラブ) 74 110

108 水嶋 (養徳館道場)

井上 (可知ｓｐ) 73 109 木庭 (宇野ｓｐ)

６年生男子 (2)

赤木 (吉備ｓｐ) 72


