
部門 順位 氏名 団体（道場）名

幼年男子の部 優　勝 加藤 悠希 三和剣友会

幼年男子の部 準優勝 濱田 剣聖 敷戸剣道クラブ

幼年男子の部 第三位 村谷 匠海 別保剣友会

幼年男子の部 第三位 梅田 仁翔 宗方少年剣友会

幼年女子の部 優　勝 池田 歩由 三和剣友会

幼年女子の部 準優勝 浦邊 聡美 下ノ江少年剣道クラブ

幼年女子の部 第三位 木村 優萌香 杵築少年剣道部

幼年女子の部 第三位 宮本 彩 青竜館

三年男子の部 優　勝 用松 翼 三芳少年剣士会

三年男子の部 準優勝 河野 宗吾 三芳少年剣士会

三年男子の部 第三位 岡村 晃希 青竜館

三年男子の部 第三位 宮脇 立琥 米水津　海風館

三年女子の部 優　勝 松本 愛子 三和剣友会

三年女子の部 準優勝 今井 壽乃 中津緑静会

三年女子の部 第三位 山部 彩花 錬徳館

三年女子の部 第三位 櫛野 花 錬徳館

四年男子の部 優　勝 東 隼矢刀 別保剣友会

四年男子の部 準優勝 伊藤 光佑 三芳少年剣士会

四年男子の部 第三位 立川 天翔 竹友会

四年男子の部 第三位 拂川 響輝 別保剣友会

四年女子の部 優　勝 波多野 惺菜 東稙田剣友会

四年女子の部 準優勝 田邉 美慧 錬徳館

四年女子の部 第三位 安東 奈那 下ノ江少年剣道クラブ

四年女子の部 第三位 岩崎 愛唯 誠武館

五年男子の部 優　勝 宮川 太良 大内少年剣道クラブ

五年男子の部 準優勝 堀 峻彰 杵築少年剣道部

五年男子の部 第三位 竹本 総汰朗 大内少年剣道クラブ

五年男子の部 第三位 水口 翔太 大内少年剣道クラブ

五年女子の部 優　勝 矢野 綾佳 杵築少年剣道部

五年女子の部 準優勝 薬師寺 結美 別保剣友会

五年女子の部 第三位 中元 緑映 三芳少年剣士会

五年女子の部 第三位 䑓 夢来 青竜館

六年男子の部 優　勝 竹本 恭志朗 大内少年剣道クラブ

六年男子の部 準優勝 光来出 冴 誠武館

六年男子の部 第三位 宇都宮 悠真 誠武館

六年男子の部 第三位 矢野 玄悠 杵築少年剣道部

六年女子の部 優　勝 香川 優来 大内少年剣道クラブ

六年女子の部 準優勝 川田 莉子 杵築少年剣道部

六年女子の部 第三位 河野 柚菜 三芳少年剣士会

六年女子の部 第三位 森山 菜々美 錬徳館
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部門 順位 氏名 団 体 （ 学 校 ） 名

中学一年男子の部 優　勝 三雲 潤 日田市立東部中学校

中学一年男子の部 準優勝 田邉 啓己 大分市立南大分中学校

中学一年男子の部 第三位 波多野 遙人 大分市立稙田東中学校

中学一年男子の部 第三位 長尾 零士 日田市立東部中学校

中学一年女子の部 優　勝 伊藤 万紘 日田市立東部中学校

中学一年女子の部 準優勝 安東 はるか 大分市立稙田南中学校

中学一年女子の部 第三位 堀 遥菜 杵築市立杵築中学校

中学一年女子の部 第三位 吉岩 陽 大分県立大分豊府中学校

中学二年男子の部 優　勝 松本 武己 大分市立東陽中学校

中学二年男子の部 準優勝 香川 琉稀 杵築市立杵築中学校

中学二年男子の部 第三位 中元 創野 日田市立三隈中学校

中学二年男子の部 第三位 東 冴輝刀 大分市立南大分中学校

中学二年女子の部 優　勝 堀 彩菜 杵築市立杵築中学校

中学二年女子の部 準優勝 興梠 桃葉 大分市立南大分中学校

中学二年女子の部 第三位 末松 希望 大分市立鶴崎中学校

中学二年女子の部 第三位 竹本 亜弥音 杵築市立杵築中学校

高校一年男子の部 優　勝 戸髙 明日翔 明豊高等学校

高校一年男子の部 準優勝 渡邉 臣人 明豊高等学校

高校一年男子の部 第三位 小島 亮 大分国際情報高等学校

高校一年男子の部 第三位 神﨑 蒼介 大分県立佐伯鶴城高等学校

高校一年女子の部 優　勝 	生野 愛菜 大分県立大分鶴崎高等学校

高校一年女子の部 準優勝 宮﨑 優楽 明豊高等学校

高校一年女子の部 第三位 中野 佳子 大分県立杵築高等学校

高校一年女子の部 第三位 堀 優菜 大分県立杵築高等学校

高校二年男子の部 優　勝 植村 奎吾 大分県立杵築高等学校

高校二年男子の部 準優勝 安倉 直哉 大分国際情報高等学校

高校二年男子の部 第三位 赤嶺 維吹 明豊高等学校

高校二年男子の部 第三位 村上 颯 大分県立佐伯鶴城高等学校

高校二年女子の部 優　勝 山本 菜々 大分県立杵築高等学校

高校二年女子の部 準優勝 吉岩 咲良 大分県立大分舞鶴高等学校

高校二年女子の部 第三位 財前 春花 大分県立大分鶴崎高等学校

高校二年女子の部 第三位 宮部 葵 大分県立杵築高等学校
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部門 順位 氏名 支部名

一般四段以下の部 優　勝 松本 平 佐伯

一般四段以下の部 準優勝 日隈 健人 中津

一般四段以下の部 第三位 園山 和槻 大分

一般四段以下の部 第三位 植村 祐太 杵築

五段の部 優　勝 徳部 大地 大分

五段の部 準優勝 岩矢 隆史 佐伯

五段の部 第三位 盛口 力也 津久見

五段の部 第三位 久原 哲也 大分

六段の部 優　勝 姫野 翔 大分

六段の部 準優勝 児玉 充正 宇佐

六段の部 第三位 三雲 暁 中津

六段の部 第三位 前田 直樹 大分

七段の部 優　勝 宇都宮　徹 大分

七段の部 準優勝 興梠 亮太 大分

七段の部 第三位 泉　友和 大分

七段の部 第三位 吉岩 秀記 大分

一般女子の部 優　勝 薬師寺 華那 大分

一般女子の部 準優勝 三輪 美香 国東

一般女子の部 第三位 中尾 香織 宇佐

一般女子の部 第三位 石角 奈央 宇佐

六十歳以上の部 優　勝 小宇佐 尚志 日田

六十歳以上の部 準優勝 大原 洋一 大分

六十歳以上の部 第三位 八崎 光博 中津

六十歳以上の部 第三位 佐藤 浩三 大分

第49回大分県剣道祭　剣道　一般の部



部門 順位 氏名 支 部

初・二段の部 最優秀賞 長尾 周一 大分

初・二段の部 優秀賞 加藤 亮 大分

三・四段の部 最優秀賞 陶山 武尊 臼杵

三・四段の部 優秀賞 久保 謙太郎 中津

三・四段の部 優良賞 中尾 英治 中津

五・六段の部 最優秀賞 林 貴紀 大分

五・六段の部 優秀賞 大平 友和 中津

五・六段の部 優良賞 廣田 一生 臼杵

第49回大分県剣道祭　　居合道の部



先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝敗

旗（２） 旗（　　） 旗（２） 旗（３） 旗（　　） 旗（　　） 旗（　　）
先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将 勝敗

旗（　　） 旗（不戦勝） 旗（　　） 旗（　　） 旗（２） 旗（不戦勝） 旗（３）
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