
番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 小門 祢雄 オカド ネオ

2 豊後高田 名村 駿一 ナムラ シュンイチ

3 豊後高田 田中 孝一 タナカ コウイチ

4 豊後高田 内田 大夢 ウチダ ヒロム

5 宇佐 平岡 市晟 ヒラオカ イッセイ

6 宇佐 相良 栄秀 サガラ エイシュウ

7 宇佐 畑守 蒼一郎 ハタモリ ソウイチロウ

8 宇佐 穴井 駿 アナイ シュン

9 宇佐 永田 晃嵩 ナガタ アキタカ

10 国東 中山 昇吾 ナカヤマ ショウゴ

11 国東 石丸 翔太 イシマル ショウタ

12 杵築 宮内 一親 ミヤウチ カズチカ

13 杵築 伊東 李津 イトウ リツ

14 杵築 愛宕 稜介 アタゴ リョウスケ

15 杵築 水口 侑真 ミズグチ ユウマ

16 速見 秀島 遥大 ヒデシマ ハルト

17 別府 多田 壮史朗 タダ ソウシロウ

18 別府 加藤 佑星 カトウ ユウセイ

19 別府 川上 琥汰郎 カワカミ コタロウ

20 別府 白石 隼一 シライシ シュンイチ

21 大分 安東 晃輝 アンドウ コウキ

22 大分 深藏 圭祐 フカクラ ケイスケ

23 大分 田邉 啓己 タナベ ヒロキ

24 大分 髙橋 凌空 タカハシ リク

25 大分 渡邊 尋斗 ワタナベ ヒロト

26 大分 小嶋 絃太郎 コジマ ゲンタロウ

27 大分 大津 尋暉 オオツ ヒロキ

28 大分 髙村 彩月 タカムラ イツキ

29 大分 波多野 遙人 ハタノ ハルト

30 大分 津末 蒼空 ツスエ ソラ

31 大分 工藤 舜也 クドウ シュンヤ

32 大分 武津 孝紀 タケツ コウキ

初段男子　合格者



33 大分 麻生 慈温 アソウ ジオン

34 大分 手島 蒼太 テシマ ソウタ

35 大分 宮崎 真矢飛 ミヤザキ マヤト

36 大分 東 冴輝刀 アズマ サキト

37 大分 江川 功修 エガワ アツノブ

38 大分 庄司 哉人 ショウジ カナト

39 大分 久保 大悟 クボ ダイゴ

40 大分 佐藤 大門 サトウ ダイモン

41 大分 山里 怜央 ヤマサト レオ

42 大分 後藤 駿介 ゴトウ シュンスケ

43 大分 荒金 遥矢 アラガネ ハルヤ

44 大分 柿迫 蓮与 カキサコ レント

45 大分 大塚 祐和 オオツカ ヒロカズ

46 大分 髙木 利己 タカギ リキ

47 大分 長野 貴行 ナガノ タカユキ

48 大分 田代 敏寛 タシロ トシヒロ

49 大分 森 賢希 モリ ゲンキ

50 大分 小牧 輝翔 コマキ ケント

51 大分 山田 博道 ヤマダ ヒロユキ

52 大分 津田 朔羽 ツダ サクウ

53 臼杵 平川 晴己 ヒラカワ ハルキ

54 臼杵 塚本 旺希 ツカモト オウキ

55 臼杵 黄 乾根 ヲン ケンコン

56 佐伯 粟津 晴希 アワヅ ハルキ

57 佐伯 三原 玄也 ミハラ ゲンヤ

58 佐伯 辻 知仁 ツジ ハルヒト

59 竹田 大窪 護 オオクボ マモル

60 由布 栁井 雅友 ヤナイ マサトモ

61 玖珠 㓛能 東洋 コウノ トウヨウ

62 玖珠 宿利 星唯 シクリ ジョウイ

63 日田 伊藤 泰典 イトウ ヤスノリ

64 日田 佐藤 暖直 サトウ ハルナオ

65 日田 豊田 銀士朗 トヨダ ギンジロウ

66 日田 江田 庄作 コウダ ショウサク



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 工藤 ひなた クドウ ヒナタ

2 豊後高田 堀池 柚希 ホリイケ ユズキ

3 宇佐 阿部 なるみ アベ ナルミ

4 宇佐 畑守 菜々 ハタモリ ナナ

5 宇佐 後藤 鞠佑 ゴトウ マユ

6 杵築 各務 心乃 カカム ココノ

7 杵築 田中 愛寿可 タナカ アスカ

8 杵築 竹本 亜弥音 タケモト アヤネ

9 速見 久保田 凜 クボタ リン

10 別府 白石 結香 シライシ ユイカ

11 別府 矢野 藍梨 ヤノ アイリ

12 大分 岩本 夢々 イワモト ユユ

13 大分 吉岩 陽 ヨシイワ ハル

14 大分 小野 理紗 オノ リサ

15 大分 小畑 和恋 オバタ ワコ

16 大分 篠田 凜 シノダ リン

17 大分 板井 杏香 イタイ キョウカ

18 大分 清原 彩香 キヨハラ アヤカ

19 大分 川嶋 美羽 カワシマ ミウ

20 大分 佐藤 花歩 サトウ カホ

21 大分 池田 葉月 イケダ ハヅキ

22 大分 鈴木 のぞみ スズキ ノゾミ

23 大分 小野 咲良 オノ サクラ

24 大分 橋本 蒼夢 ハシモト アム

25 大分 平山 綾乃 ヒラヤマ アヤノ

26 大分 森田 菜生 モリタ ナオ

27 佐伯 片岡 陶子 カタオカ トウコ

28 佐伯 宮﨑 舞翔 ミヤザキ マイカ

29 佐伯 髙橋 美優 タカハシ ミユウ

30 豊後大野 安東 遥香 アンドウ ハルカ

31 日田 武内 里奈 タケウチ リナ

初段女子　合格者



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 後藤 輝生 ゴトウ ライ

2 中津 久保 皇志 クボ コウシ

3 宇佐 糸永 佑太 イトナガ ユウタ

4 杵築 植村 泰成 ウエムラ タイセイ

5 杵築 堀 雅登 ホリ マサト

6 杵築 堀 博貴 ホリ ヒロタカ

7 杵築 佐藤 正佳 サトウ マサヨシ

8 杵築 香川 琉稀 カガワ リュウキ

9 速見 久保田 斗吾 クボタ トワ

10 大分 安藤 怜 アンドウ レイ

11 大分 内田 雅貴 ウチダ マサキ

12 大分 野田 航大 ノダ コウダイ

13 大分 浜田 薫 ハマダ カオル

14 大分 江田 悠都 コウダ ハルト

15 大分 門本 尭大 カドモト アキヒロ

16 大分 東 優輝 ヒガシ ユウキ

17 大分 財全 優 ザイゼン ユウ

18 大分 松本 武己 マツモト イサミ

19 大分 豊永 藍星 トヨナガ ランセイ

20 大分 上園 笙太 ウエゾノ ショウタ

21 大分 佐藤 考太 サトウ コウタ

22 大分 陸門 世那 ムツカド セナ

23 大分 山崎 裕紀 ヤマサキ ヒロキ

24 大分 森山 大智 モリヤマ ダイチ

25 大分 井野本 祐希 イノモト ユウキ

26 大分 小畑 丞太朗 オバタ ジョウタロウ

27 大分 武知 透矢 タケチ トウヤ

28 大分 光来出 響 ミツクデ ヒビキ

29 大分 藤原 和也 フジワラ カズヤ

30 大分 三浦 大和 ミウラ ヤマト

31 臼杵 大嶋 一輝 オオシマ イツキ

32 佐伯 戸田 大貴 トダ タイキ

33 佐伯 和田 康佑 ワダ コウスケ

二段男子　合格者



34 佐伯 菅 凜太郎 スガ リンタロウ

35 佐伯 田吹 光雄 タブキ コウユウ

36 佐伯 戸島 虎太郎 トシマ コタロウ

37 豊後大野 牧 大翔 マキ ヤマト

38 豊後大野 田原 颯樹 タハラ サツキ

39 豊後大野 臼井 浩昌 ウスイ ハルマサ

40 竹田 大窪 薫 オオクボ カオル

41 玖珠 梅木 蓮 ウメキ レン

42 日田 廣池 昂成 ヒロイケ コウセイ

43 日田 木薮 輝 キヤブ アキラ

44 日田 廣次 蒼空 ヒロツグ ソラ

45 日田 中元 創野 ナカモト ソウヤ

46 日田 大島 大輝 オオシマ ダイキ



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 福田 華子 フクダ カコ

2 中津 谷本 未空 タニモト ミク

3 中津 岩久 楓 イワヒサ カエデ

4 中津 豊永 菜月 トヨナガ ナツキ

5 国東 大橋 葵 オオハシ アオイ

6 国東 佐保 彩奈 サホ アヤナ

7 国東 山方 海香 ヤマガタ ミカ

8 杵築 堀 彩菜 ホリ アヤナ

9 別府 手嶋 遥奈 テシマ ハルナ

10 別府 髙野 友里 タカノ ユウリ

11 大分 佐藤 ひな サトウ ヒナ

12 大分 渡邉 惠莉香 ワタナベ エリカ

13 大分 佐藤 優妃 サトウ ユウキ

14 大分 後藤 さち ゴトウ サチ

15 大分 清水 まどか シミズ マドカ

16 大分 衞藤 鼓未 エトウ ツヅミ

17 大分 首藤 愛華 シュトウ アイカ

18 臼杵 浦邊 史織 ウラベ シオリ

19 臼杵 佐藤 ちひろ サトウ チヒロ

20 玖珠 𠮷光 美海 ヨシミツ ミウミ

21 日田 猪熊 凜 イノクマ リン

22 日田 江島 千晴 エシマ チハル

二段女子　合格者



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 工藤 希治 クドウ キハル

2 中津 松川 勝 マツカワ マサル

3 中津 寺坂 明丸 テラサカ アキマル

4 宇佐 田之上 洸大 タノウエ コウタ

5 宇佐 魚住 直毅 ウオズミ ナオキ

6 宇佐 野村 智則 ノムラ トモノリ

7 杵築 吉岩 尚紀 ヨシイワ ナオキ

8 杵築 田中 佑樹 タナカ ユウキ

9 杵築 植村 奎吾 ウエムラ ケイゴ

10 杵築 渡邉 海都 ワタナベ カイト

11 別府 小野 大輝 オノ ダイキ

12 大分 森岡 僚汰 モリオカ リョウタ

13 大分 渡邉 諒 ワタナベ リョウ

14 大分 山﨑 正太郎 ヤマサキ ショウタロウ

15 大分 藤原 桃太 フジワラ モモタ

16 大分 佐藤 聖矢 サトウ セイヤ

17 大分 武知 礼士 タケチ レイジ

18 大分 清川 克幸 キヨカワ カツユキ

19 大分 武石 浩司 タケイシ コウジ

20 臼杵 佐々木 倫太郎 ササキ リンタロウ

21 佐伯 塚﨑 凜 ツカザキ リン

22 豊後大野 大島 拓斗 オオシマ タクト

23 豊後大野 中前 滉斗 ナカマエ ヒロト

24 日田 黒川 創史 クロカワ ソウシ

三段男子　合格者



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 澤村 裕子 サワムラ ユウコ

2 杵築 山本 楓菜 ヤマモト カナ

3 杵築 堀 優菜 ホリ ユウナ

4 杵築 元永 毬菜 モトナガ マリナ

5 杵築 中野 佳子 ナカノ カコ

6 杵築 山本 菜々 ヤマモト ナナ

7 杵築 宮部 葵 ミヤベ アオイ

8 別府 手嶋 久瑠未 テシマ クルミ

9 大分 生野 愛菜 ショウノ アイナ

10 大分 吉岩 咲良 ヨシイワ サクラ

11 大分 志手 郁梨 シテ アヤリ

12 大分 幸 愛純 ユキ アスミ

13 臼杵 小坂 祐有 コサカ ユウ

14 臼杵 荒井 花音 アライ カノン

15 佐伯 増井 佐姫 マスイ サキ

16 豊後大野 鶴田 千晴 ツルタ チハル

17 豊後大野 伊達 優希菜 ダテ ユキナ

18 国際 張 雅思 チャン ガーゼー

三段女子　合格者



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 有働 貴一 ウドウ キイチ

2 杵築 合田 純児 ゴウダ ジュンジ

3 別府 胤末 京香 タネスエ キョウカ

4 別府 上村 千愛里 ウエムラ チアリ

5 別府 生山 重紀 イクヤマ シゲノリ

6 大分 井上 成昭 イノウエ ナリアキ

7 大分 吉武 広大 ヨシタケ コウダイ

8 大分 山内 力哉 ヤマウチ リキヤ

9 大分 池邉 光輝 イケベ コウキ

10 大分 渡辺 浩文 ワタナベ ヒロフミ

11 大分 下郡 信広 シモゴオリ ノブヒロ

12 大分 川村 卓治 カワムラ タクジ

13 竹田 深田 望史 フカタ ノゾミ

14 日田 津島 大晟 ツシマ ダイセイ

15 日田 本川 努 ホンカワ ツトム

16 日田 小澤 慎一郎 オザワ シンイチロウ

四段　合格者



番号(支部順) 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 国東 溝部 雅彦 ミゾベ マサヒコ

2 別府 SARMA SIDDHARTHA サルマ シッダールタ

3 大分 林 清史 ハヤシ セイジ

4 大分 高倉 聖矢 タカクラ セイヤ

5 大分 原田 翔麻 ハラダ ショウマ

6 大分 柴田 竜司 シバタ リュウジ

7 大分 𠮷光 宗幸 ヨシミツ ムネユキ

8 佐伯 松本 平 マツモト タイラ

9 佐伯 阿部 貴太 アベ コウタ

10 由布 藤田 航輔 フジタ コウスケ

11 由布 立川 永貴 タツカワ ヒサタカ

12 玖珠 赤峰 勝也 アカミネ カツヤ

13 日田 佐藤 裕和 サトウ ヒロカズ

14 日田 小笠原 啓介 オガサワラ ケイスケ

五段　合格者


