
20170416-2大分県春季中学校剣道大会 個人戦申込書　女子

番号 市町 個人戦　種別 学校名 監督名 ① ①学年 ② ②学年 ③ ③学年 ④ ④学年 ⑤ ⑤学年

1 01中津 個人戦　女子 山国中学校 榎園晴美 井上 つぐみ 2

2 01中津 個人戦　女子 城北中学校 福田　真弓 川端 優月 2

3 01中津 個人戦　女子 耶馬溪中学校　 波多野　繭 髙倉 榛心 2

4 01中津 個人戦　女子 緑ヶ丘中学校 渋谷朋美 秋山 萌 3

5 03宇佐 個人戦　女子 駅川中学校 二宮拓也 阿部 つづみ 3

6 03宇佐 個人戦　女子 西部中学校 岩矢　隆史 松原 涼 2 井上 楓渚 3 狩野 美樹 3

7 04国東 個人戦　女子 安岐中学校 伊藤尊和 松原 綾乃 2

8 04国東 個人戦　女子 国東中学校 国広智恵子 安部 花穂 3

9 05杵築 個人戦　女子 杵築中学校 佐藤　智美 峯松 加奈 3 宮川 乃咲 3 岩本 瑚々 3 末廣 琴子 3 堀 優菜 3

10 05杵築 個人戦　女子 宗近中学校 田畑　順子 田代 唯 2 田中 捺稀 2 中野 佳子 3

11 05杵築 個人戦　女子 山香中学校 道　上　　　正 奥 真奈美 3

12 06速見 個人戦　女子 日出中学校 松本律子 河野 百絵 3

13 07別府 個人戦　女子 朝日中学校 佐藤　祐子 糸永 悠奈 3

14 08大分 個人戦　女子 原川中学校 工藤裕貴 生野 愛菜 3

15 08大分 個人戦　女子 王子中学校 平田勝久 松田 有加 3

16 08大分 個人戦　女子 戸次中学校 大内正勝 東 亜紗乃 3

17 08大分 個人戦　女子 坂ノ市中学校 飯田　勇二 薬師寺 藍梨 3

18 08大分 個人戦　女子 城東中学校 山田貴己 渡邉 朔楽 3

19 08大分 個人戦　女子 大東中学校 藤澤裕治 師藤 捺々世

20 08大分 個人戦　女子 滝尾中学校 甲斐広樹 吉坂 瀬栞琉 2

21 08大分 個人戦　女子 鶴崎中学校 廣瀬　雄也 野村 依世 3

22 08大分 個人戦　女子 東陽中学校 本田裕樹 長野 沙綾 3

23 08大分 個人戦　女子 判田中学校 毛利弘之 泉 凜翔 3

24 08大分 個人戦　女子 稙田中学校 渡邉　恒 渡辺 文葉 2

25 08大分 個人戦　女子 稙田東中学校 廣﨑孝宜 門本 采子 3

26 08大分 個人戦　女子 大分西中学校 森山　智 徳丸 愛子 3

27 08大分 個人戦　女子 大分中学校 前田直樹 仁藤 百花 3

28 08大分 個人戦　女子 南大分中学校 浅井　進太郎 鳴海 朱音 2 田邉 悠華 2 釘宮 理沙 2 濵田 琉花 2

29 08大分 個人戦　女子 稙田南中学校 添島　秀紀 北田 夏妃 3

30 09臼杵 個人戦　女子 西中学校 岸本博司 師藤 愛菜 3

31 10津久見 個人戦　女子 津久見第一中学校 矢倉和都美 原田 美咲 2

32 10津久見 個人戦　女子 津久見第二中学校 未定 小田 涼子 2

33 11佐伯 個人戦　女子 佐伯南中学校 五十川　芳香 中西 果琳 3

34 11佐伯 個人戦　女子 米水津中学校 成迫則子 井上 南菜美 3



35 11佐伯 個人戦　女子 鶴谷中学校 伊東　幸松 神﨑 三華 3

36 12豊後大野 個人戦　女子 緒方中学校 小野　勇志 児玉 彩菜 2 吉武 奏絵 3

37 13竹田　 個人戦　女子 都野中学校 阿南　正樹 福澤 優美 2

38 14由布 個人戦　女子 湯布院中学校 立川哲哉 麻生 詩乃 3

39 16日田 個人戦　女子 三隈中学校 本川　隆之 猪熊 凛 2

40 16日田 個人戦　女子 日田東部中学校 津島　大晟 伊藤 朱里 3


