
支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 江島 瑠海 エシマ ルカ

中津 中山 凱翔 ナカヤマ カイト

中津 井上 尚人 イノウエ ナオト

中津 本田 一貴 ホンダ カズキ

中津 井上 翔輝 イノウエ ショウキ

中津 井上 達貴 イノウエ タツキ

中津 曽根﨑 康生 ソネザキ ヤスオ

宇佐 奥田 勘太郎 オクダ カンタロウ

宇佐 岩下 理法 イワシタ リホウ

杵築 岩尾 樹 イワオ イツキ

速見 河野 幹也 コウノ ミキヤ

別府 浜崎 隼之介 ハマサキ ジュンノスケ

大分 秋吉 凌大 アキヨシ リョウト

大分 真藤 翔 マトウ カケル

大分 山田 風雅 ヤマダ フウガ

大分 尾家 空央 オイエ タカオ

大分 荒木 達朗 アラキ タツロウ

大分 橋本 詩恩 ハシモト シオン

大分 友成 祐貴 トモナリ ユウキ

二段男子合格者



大分 瀬川 幸生 セガワ コウセイ

大分 三浦 武 ミウラ タケル

大分 福添 琢真 フクゾエ タクマ

大分 佐藤 捷人 サトウ ハヤト

大分 庄司 光汰 ショウジ コウタ

大分 泉 敦士 イズミ アツシ

大分 林 大悟 ハヤシ ダイゴ

大分 丸山 陸輔 マルヤマ リクト

大分 片田 涼介 カタダ リョウスケ

大分 園田 時慶 ソノダ トキチカ

大分 小牧 翔真 コマキ ショウマ

大分 小野 優輝 オノ ユウキ

大分 窪田 翔 クボタ カケル

大分 松井 翔太 マツイ ショウタ

大分 岡田 駿吾 オカダ シュンゴ

大分 川上 武尊 カワカミ タケル

大分 溝口 龍太郎 ミゾグチ リュウタロウ

大分 庄司 浩三 ショウジ コウゾウ

大分 高橋 功 タカハシ イサオ

大分 渡邊 勝也 ワタナベ カツヤ

大分 松尾 修作 マツオ シュウサク

大分 松本 桂 マツモト ケイ



大分 佐藤 啓二 サトウ ケイジ

臼杵 荒木 隆秀 アラキ タカヒデ

臼杵 徳永 仁彦 トクナガ キミヒコ

臼杵 阿部 宗一郎 アベ ソウイチロウ

佐伯 濵田 拓海 ハマダ タクミ

佐伯 伊東 拓哉 イトウ タクヤ

佐伯 大友 一生 オオトモ イッセイ

豊後大野 兒玉 威龍 コダマ イリュウ

豊後大野 小野 剛志 オノ ツヨシ

豊後大野 関 蒼吾 セキ ソウゴ

豊後大野 安部 貴将 アベ タカマサ

豊後大野 藤原 一雄 フジワラ カズオ

由布 一野 貴鑑 イチノ タカミ

由布 小代 惣一 オジロ ソウイチ

玖珠 衛藤 天馬 エトウ テンマ

日田 宮﨑 亮 ミヤザキ リョウ

日田 黒木 太渡 クロキ ヒロト

日田 石井 英長 イシイ ヒデナガ

日田 武内 伸太朗 タケウチ シンタロウ

日田 伊藤 剛昌 イトウ タケマサ

日田 森山 憂士 モリヤマ ユウジ

(海外) 片山 朋英 カタヤマ トモヒデ


