
番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 中津 北條 秀真 ホウジョウ シュウマ
2 中津 瀧口 和樹 タキグチ カズキ
3 中津 山口 竜矢 ヤマグチ リュウヤ
4 中津 原 宏二郎 ハラ コウジロウ
5 豊後高田 奥田 朝陽 オクダ アサヒ
6 宇佐 松本 健史 マツモト タケシ
7 宇佐 石田 温大 イシダ ハルヒロ
8 宇佐 石田 晶大 イシダ アキヒロ
9 杵築 工藤 正太郎 クドウ ショウタロウ
10 杵築 菅原 光平 スガハラ コウヘイ
11 別府 足立 拓真 アダチ タクマ
12 大分 前田 翔太 マエダ ショウタ
13 大分 吉良 友杜 キラ ユウト
14 大分 薬師寺 宏祐 ヤクシジ コウスケ
15 大分 清原 良太 キヨハラ リョウタ
16 大分 髙橋 隼人 タカハシ ハヤト
17 大分 秋吉 琉伍 アキヨシ リュウゴ
18 大分 佐藤 新大 サトウ アラタ
19 大分 川上 司 カワカミ ツカサ
20 大分 藤原 聖崇 フジワラ マサタカ
21 大分 本田 稜介 ホンダ リョウスケ
22 大分 堤 雅哉 ツツミ マサヤ
23 大分 朝倉 直輝 アサクラ ナオキ
24 大分 堅田 一太 カタダ イチタ
25 大分 工藤 叶羽 クドウ トワ
26 大分 大賀 一平 オオガ イッペイ
27 大分 佐藤 諄弥 サトウ シュンヤ
28 大分 鈴木 亜斗夢 スズキ アトム
29 大分 吉野 恭平 ヨシノ キョウヘイ
30 大分 児玉 澄人 コダマ スミト
31 大分 岸上 裕太 キシガミ ユウタ
32 大分 安部 耕平 アベ コウヘイ
33 大分 渡邉 凌介 ワタナベ リョウスケ
34 大分 山下 孝輔 ヤマシタ コウスケ
35 大分 平山 基成 ヒラヤマ モトナリ
36 大分 上野 貴弘 ウエノ タカヒロ
37 大分 佐藤 滉大 サトウ コウダイ
38 大分 牧 龍太 マキ リュウタ
39 大分 狭間 新汰 ハザマ アラタ
40 大分 佐々木 拓海 ササキ タクミ
41 大分 吉原 裕貴 ヨシハラ ユウキ
42 大分 松岡 恭兵 マツオカ キョウヘイ
43 大分 諸隈 智哉 モロクマ トモヤ
44 大分 安藤 晋之輔 アンドウ シンノスケ
45 大分 成重 大地 ナリシゲ ダイチ
46 大分 胡麻鶴 洋人 ゴマヅル ヒロト
47 大分 尾上 周也 オノウエ シュウヤ
48 大分 藤田 知也 フジタ トモヤ
49 大分 渡邊 翼 ワタナベ ツバサ
50 大分 佐々木 雅智 ササキ マサトモ
51 津久見 阿部 俊太郎 アベ シュンタロウ

初段男子(支部順)



52 佐伯 粟津 和瑛 アワヅ カズアキ
53 佐伯 神﨑 蒼介 カンザキ ソウスケ
54 豊後大野 小野 元輝 オノ ゲンキ
55 豊後大野 田﨑 龍人 タサキ リュウト
56 豊後大野 羽田野 憲一 ハダノ ケンイチ
57 竹田 大塚 凛太郎 オオツカ リンタロウ
58 由布 一野 靖智 イチノ ヤストモ
59 由布 篠田 歩志 シノダ アユム
60 由布 玉井 彪斗 タマイ タケト
61 玖珠 梅木 翔也 ウメキ ショウヤ
62 玖珠 佐藤 稔 サトウ ジン
63 玖珠 佐藤 智之 サトウ トモユキ
64 玖珠 梅木 義朗 ウメキ ヨシアキ
65 日田 井上 壱星 イノウエ イッセイ
66 日田 長谷部 慶人 ハセベ ケイト



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 中津 柳井田 美貴 ヤナイダ ミキ
2 中津 井上 つぐみ イノウエ ツグミ
3 国東 原田 葉ノ今 ハラダ ハノイ
4 国東 本間 彩華 ホンマ アヤカ
5 国東 市原 由奈 イチハラ ユイナ
6 国東 宮﨑 媛花 ミヤザキ ヒメカ
7 国東 秦 美海 ハタ ミミ
8 国東 田中 あさひ タナカ アサヒ
9 杵築 田代 栞 タシロ シオリ
10 杵築 髙山 聖菜 タカヤマ セイナ
11 別府 宮部 樹 ミヤベ イツキ
12 別府 木津 愛理 キヅ アイリ
13 別府 島袋 あんず シマブクロ アンズ
14 大分 田原 和果 タハラ ノドカ
15 大分 安東 はるか アンドウ ハルカ
16 大分 瀬川 芽生 セガワ メイ
17 大分 佐藤 ななみ サトウ ナナミ
18 大分 松浦 蒼葉 マツウラ アオバ
19 大分 山崎 花菜 ヤマサキ ハナ
20 大分 深町 美羽 フカマチ ミウ
21 大分 北山 朋恵 キタヤマ トモエ
22 大分 児玉 海 コダマ ウミ
23 大分 安部 みのり アベ ミノリ
24 大分 佐々木 美海 ササキ ミウ
25 大分 柴﨑 和呼 シバサキ ワコ
26 大分 濱本 真実 ハマモト ナオミ
27 大分 甲斐 桃葉 カイ モモハ
28 大分 衞藤 慎理 エトウ マリ
29 大分 大村 衣舞姫 オオムラ イブキ
30 大分 吉坂 瀬栞琉 ヨシサカ セシル
31 大分 佐藤 未結 サトウ ミユ
32 大分 吉本 鈴 ヨシモト リン
33 大分 佐藤 碧海 サトウ タマミ
34 大分 渡邉 桃菜 ワタナベ モモナ
35 大分 中尾 瑠奈 ナカオ ルナ
36 大分 篠田 美咲 シノダ ミサキ
37 大分 大久保 美玖 オオクボ ミク
38 大分 藤野 真由 フジノ マユ
39 大分 室 彩音 ムロ アヤネ
40 大分 冨松 南那 トミマツ ナナ
41 臼杵 藤原 夢乃 フジワラ ユメノ
42 臼杵 荒木 結香 アラキ ユイカ
43 臼杵 遠藤 亜美 エンドウ アミ
44 佐伯 三城 未愛 ミシロ ミア
45 佐伯 廣瀬 彬乃 ヒロセ シノ
46 豊後大野 吉良 華月 キラ ハヅキ
47 豊後大野 森 琴音 モリ コトネ
48 豊後大野 松田 奈巳 マツダ ナミ
49 玖珠 佐藤 星華 サトウ セイカ
50 日田 河野 日菜 カワノ ヒナ
51 日田 伊藤 万紘 イトウ マヒロ

初段女子(支部順)



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 中津 古川 竜之介 フルカワ リュウノスケ
2 中津 立和 志 タチワ ココロ
3 中津 後藤 大星 ゴトウ タイセイ
4 中津 瀧口 尚樹 タキグチ ナオキ
5 中津 村上 拓海 ムラカミ タクミ
6 中津 板木 亮樹 イタギ ヨシキ
7 宇佐 中尾 康弘 ナカオ ヤスヒロ
8 宇佐 大門 れん ダイモン レン
9 宇佐 野末 惇裕 ノズエ ジュンスケ
10 宇佐 木下 由樹 キノシタ ユウキ
11 国東 安部 隆晟 アベ リュウセイ
12 国東 野上 想太郎 ノガミ ソウタロウ
13 杵築 菅原 慎平 スガハラ シンペイ
14 速見 川尻 大賀 カワシリ タイガ
15 速見 西野 大河 ニシノ タイガ
16 別府 阿部 諒也 アベ リョウヤ
17 別府 多田 隆之介 タダ リュウノスケ
18 別府 佐藤 大介 サトウ ダイスケ
19 大分 甲斐 優心 カイ ユウト
20 大分 林 永翔 ハヤシ エイト
21 大分 中原 勝斗 ナカハラ マサト
22 大分 石渕 考昭 イシブチ タカアキ
23 大分 松田 颯佑 マツダ ソウスケ
24 大分 綿貫 晃太郎 ワタヌキ コウタロウ
25 大分 吉田 信朗 ヨシダ ノブアキ
26 大分 池邉 愁馬 イケベ シュウマ
27 大分 安部 紳一郎 アベ シンイチロウ
28 大分 佐藤 俊太朗 サトウ シュンタロウ
29 大分 戸次 龍平 ベッキ リュウヘイ
30 大分 加島 祥吾 カシマ ショウゴ
31 大分 丸山 哲生 マルヤマ テツオ
32 大分 工藤 真之祐 クドウ シンノスケ
33 大分 小坪 大輝 コツボ ダイキ
34 大分 柴﨑 壮平 シバサキ ソウヘイ
35 大分 今井 巧水 イマイ タクミ
36 大分 和田 龍眞 ワダ リュウシン
37 大分 梶原 翔太 カジワラ ショウタ
38 大分 大塚 一樹 オオツカ カズキ
39 大分 山本 楓太 ヤマモト ソウタ
40 大分 永田 敦也 ナガタ アツヤ
41 大分 牧 孝吉 マキ タカヨシ
42 大分 首藤 真希 シュトウ マサキ
43 大分 入田 颯斗 ニュウタ ハヤト
44 大分 緒方 将人 オガタ マサト
45 臼杵 佐藤 利宗 サトウ ヨリムネ
46 津久見 山口 琢巳 ヤマグチ タクミ
47 佐伯 日野 皓太郎 ヒノ コウタロウ
48 豊後大野 佐藤 和弥 サトウ カズヤ
49 豊後大野 江藤 昂樹 エトウ コウキ
50 竹田 嶺田 聡希 ミネダ ソウキ
51 竹田 松尾 紘斗 マツオ ヒロト
52 由布 伊美 凜太郎 イミ リンタロウ
53 玖珠 遠江 正直 トオトウミ マサナオ
54 玖珠 野上 和人 ノガミ アイト

二段男子(支部順)



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 宇佐 松原 涼 マツバラ リョウ
2 宇佐 岩下 想 イワシタ ソウ
3 国東 飯田 桃子 イイダ モモコ
4 国東 國廣 あおね クニヒロ アオネ
5 国東 佐藤 結 サトウ ユイ
6 国東 松原 綾乃 マツバラ アヤノ
7 杵築 石丸 想羅 イシマル ソラ
8 杵築 齋藤 美羽 サイトウ ミウ
9 杵築 田中 捺稀 タナカ ナツキ
10 杵築 田代 唯 タシロ ユイ
11 別府 小園 寧々 オゾノ ネネ
12 別府 手嶋 美優 テシマ ミユウ
13 大分 末松 希望 スエマツ ノゾミ
14 大分 池田 雛穂 イケダ ヒナホ
15 大分 成瀬 むつみ ナルセ ムツミ
16 大分 村田 陽菜 ムラタ ヒナ
17 大分 岡村 未来 オカムラ ミク
18 大分 山下 緋莉 ヤマシタ アカリ
19 大分 藤澤 響姫 フジサワ ヒビキ
20 大分 城井 奏和 キイ カナワ
21 大分 渡邉 文葉 ワタナベ フミハ
22 大分 䑓 愛彩 ダイ マナミ
23 大分 松坂 莉子 マツサカ リコ
24 大分 幸野 綾乃 コウノ アヤノ
25 大分 小野 詩織 オノ シオリ
26 大分 蓮谷 一華 ハスタニ ヒトハ
27 大分 内田 椰弥子 ウチダ ヤヤコ
28 大分 亀井 遥佳 カメイ ハルカ
29 大分 廣瀬 茉那 ヒロセ マナ
30 大分 伊藤 結菜 イトウ ユイナ
31 大分 三ヶ尻 千帆 ミカジリ チホ
32 大分 狹間 来夢 ハザマ ラム
33 大分 松田 有加 マツダ ユカ
34 臼杵 佐々木 陽菜 ササキ ハルナ
35 臼杵 玉井 千尋 タマイ チヒロ
36 津久見 小田 涼子 オダ リョウコ
37 津久見 原田 美咲 ハラダ ミサキ
38 佐伯 洌鎌 菜摘 スガマ ナツミ
39 竹田 田辺 希 タナベ ノゾミ
40 竹田 川越 芽依 カワゴエ メイ
41 日田 下川 亜湖 シモカワ アコ

二段女子(支部順)



No 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 中津 松本 颯 マツモト ハヤテ
2 宇佐 上原 啓太郎 ウエハラ ケイタロウ
3 宇佐 永元 辰弥 ナガモト タツヤ
4 宇佐 德永 聖人 トクナガ マサト
5 大分 松下 加偉 マツシタ カイ
6 大分 山田 凌平 ヤマダ リョウヘイ
7 大分 山内 翔平 ヤマウチ ショウヘイ
8 大分 守道 元春 モリミチ モトハル
9 大分 厨 廉太朗 クリヤ レンタロウ
10 大分 田中 俊介 タナカ シュンスケ
11 大分 松本 武士 マツモト タケシ
12 大分 栗﨑 忠正 クリサキ タダマサ
13 大分 藤原 義之 フジワラ ヨシユキ
14 佐伯 後藤 健斗 ゴトウ ケント
15 佐伯 江藤 彪大郎 エトウ コタロウ
16 豊後大野 谷口 隼冴 タニグチ シュンゴ
17 日田 黒木 太河 クロキ タイガ
18 日田 岩武 陸 イワタケ リク
19 日田 石井 宗幸 イシイ ムネユキ
20 日田 大塚 悠太 オオツカ ユウタ
21 日田 岩下 和雅 イワシタ カズマサ
22 日田 稲尾 晃 イナオ コウ
23 日田 髙尾 颯大 タカオ ソウタ
24 日田 髙尾 颯士 タカオ ハヤト

三段男子(支部順)



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 大分 佐藤 結衣 サトウ ユイ
2 大分 久保田 明奈 クボタ ハルナ
3 大分 福田 千瑛 フクダ チアキ
4 佐伯 山田 絵梨 ヤマダ エリ
5 豊後大野 佐伯 真美 サイキ マミ

三段女子(支部順)



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 杵築 髙根 和正 タカネ カズマサ
2 別府 村上 涼 ムラカミ リョウ
3 大分 松尾 瑠音 マツオ ルネ
4 大分 柳迫 沙恵子 ヤナギサコ サエコ
5 大分 足立 勝弥 アダチ マサヤ
6 大分 汐田 裕樹 シオタ ユウキ
7 大分 杉原 雄二郎 スギハラ ユウジロウ
8 大分 甲斐 徹 カイ トオル
9 日田 古手川 優作 コテガワ ユウサク

四段(支部順)



番号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）
1 宇佐 矢野 真宏 ヤノ マサヒロ
2 宇佐 永元 慎一 ナガモト シンイチ
3 大分 中倉 健太 ナカクラ ケンタ
4 由布 伊美 庸一 イミ ツネカズ

五段(支部順)


