
番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 米村 匠生 ヨネムラ タクミ

2 中津 辛島 亘 カラシマ ワタル

3 中津 澤村 耕助 サワムラ コウスケ

4 中津 野中 慎太朗 ノナカ シンタロウ

5 中津 板木 れのん イタギ レノン

6 中津 平野 岳空 ヒラノ ガク

7 中津 布施木 陽人 フセギ ハルト

8 中津 高野 虎太郎 タカノ コタロウ

9 中津 近藤 克哉 コンドウ カツヤ

10 中津 丸山 敬太 マルヤマ ケイタ

11 豊後高田 末廣 頼輝 スエヒロ ライキ

12 豊後高田 安部 颯人 アベ ハヤト

13 宇佐 岡部 光希 オカベ ミツキ

14 宇佐 永塚 大夢 ナガツカ ヒロム

15 宇佐 穴井 漣 アナイ レン

16 宇佐 木原 綸太郎 キハラ リンタロウ

17 国東 栗林 翔津希 クリバヤシ カヅキ

18 国東 吉岡 健太朗 ヨシオカ ケンタロウ

19 国東 野上 倫太郎 ノガミ リンタロウ

20 国東 田邉 匠 タナベ タクミ

21 杵築 後藤 巧磨 ゴトウ タクマ

22 杵築 都甲 尚吾 トゴウ ショウゴ

23 杵築 齋藤 大翔 サイトウ ヒロト

24 速見 薬師寺 彩斗 ヤクシジ アヤト

25 速見 羽田野 煌斗 ハタノ アキト

26 速見 塩田 晃弘 シオタ アキヒロ

27 別府 島袋 陸也 シマブクロ リクヤ
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28 別府 吉良 陽向 キラ ヒナタ

29 別府 温 冰 ウン ビン

30 大分 伊美 寛之輔 イミ カンノスケ

31 大分 倉原 崇暢 クラハラ タカマサ

32 大分 上田 竜空 ウエダ リク

33 大分 佐藤 永樹 サトウ エイキ

34 大分 姫野 春希 ヒメノ ハルキ

35 大分 遠藤 俊介 エンドウ シュンスケ

36 大分 伊東 蓮太 イトウ レンタ

37 大分 徳丸 大輝 トクマル ダイキ

38 大分 上野 空琉 ウエノ アル

39 大分 神志那 雅也 コウジナ マサヤ

40 大分 高橋 鏡平 タカハシ キョウヘイ

41 大分 吉本 圭吾 ヨシモト ケイゴ

42 大分 蓮谷 照流 ハスタニ ショウリュウ

43 大分 松下 謙心 マツシタ ケンシ

44 大分 芝尾 一星 シバオ イッセイ

45 大分 大木 陽太 オオキ ヒナタ

46 大分 甲斐 朝 カイ アサ

47 大分 滋野 昌幸 シゲノ マサユキ

48 大分 佐藤 柊羽 サトウ シュウ

49 大分 水澤 柊斗 ミズサワ シュウト

50 大分 山村 有弦 ヤマムラ ユヅル

51 大分 笠岡 賢四郎 カサオカ ケンシロウ

52 大分 鶴岡 拓巳 ツルオカ タクミ

53 大分 後藤 柊介 ゴトウ シュウスケ

54 大分 江藤 宝 エトウ タカラ

55 大分 瀧田 祐徳 タキタ ユウトク

56 大分 武田 侑貴 タケダ ユウキ

57 大分  暖希 ダイ ハルキ



58 大分 八木 拓真 ヤギ タクマ

59 大分 塩田 陽一朗 シオタ ヨウイチロウ

60 大分 大村 奏太 オオムラ カナタ

61 大分 橋詰 青輝 ハシヅメ ハルキ

62 大分 堂守 慧 ドウモリ アキラ

63 大分 細川 紘正 ホソカワ ヒロマサ

64 大分 荒金 賢司朗 アラカネ ケンシロウ

65 大分 古野 拓海 フルノ タクミ

66 大分 福壽 慎司 フクジュ シンジ

67 大分 飯田 征志郎 イイダ セイシロウ

68 大分 市川 翔大 イチカワ ショウタ

69 大分 麻生 純椰 アソウ ジュンヤ

70 大分 髙良 翔太 コウラ ショウタ

71 大分 加藤 康祐 カトウ コウスケ

72 大分 宮﨑 誠也 ミヤザキ マサヤ

73 大分 井ノ口 幹泰 イノクチ ミキヒロ

74 大分 堤 一馬 ツツミ カズマ

75 大分 中島 康氏 ナカシマ コウジ

76 大分 中野 優 ナカノ ユウ

77 臼杵 目原 慎太郎 メハラ シンタロウ

78 臼杵 足立 知駿 アダチ チハヤ

79 臼杵 徳永 智彦 トクナガ トモヒコ

80 臼杵 薬師寺 凱斗 ヤクシジ カイト

81 津久見 藥師寺 基広 ヤクシジ モトヒロ

82 佐伯 大石 葉琉 オオイシ ハル

83 佐伯 大友 國生 オオトモ クニオ

84 佐伯 衛藤 康佑 エトウ コウスケ

85 佐伯 髙津 駿斗 タカツ ハヤト

86 佐伯 佐川 俊輔 サガワ シュンスケ

87 佐伯 古賀 翼 コガ ツバサ



88 佐伯 磯貝 康祐 イソガイ コウスケ

89 佐伯 菅 響幹 スガ ヒビキ

90 佐伯 髙山 裕貴 タカヤマ ユウキ

91 豊後大野 佐藤 優哉 サトウ ユウヤ

92 豊後大野 羽田野 俊助 ハダノ シュンスケ

93 豊後大野 後藤 和宏 ゴトウ カズヒロ

94 竹田 大久保 杜亮 オオクボ モリアキ

95 由布 今村 勝輝 イマムラ カツキ

96 玖珠 古後 陽都 コゴ ハルト

97 玖珠 野上 拓人 ノガミ タクト

98 玖珠 佐藤 剛 サトウ ツヨシ

99 日田 宮路 溜星 ミヤジ リュウセイ

100 日田 大島 拓人 オオシマ タクト

101 日田 大島 直樹 オオシマ ナオキ

102 日田 伊藤 匠汰 イトウ ショウタ

103 日田 園田 純弥 ソノダ ジュンヤ

104 国際 片山 昂英 カタヤマ タカヒデ



番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 角石 咲蘭 カドイシ サラン

2 中津 藤澤 こゆき フジサワ コユキ

3 中津 立和 奏 タチワ カナデ

4 中津 髙倉 聖世 タカクラ ヒヨリ

5 中津 天草 花 アマクサ ハナ

6 宇佐 三谷 舞桜 ミタニ マオ

7 宇佐 野末 子裕 ノズエ シヒロ

8 宇佐 山香 樹里 ヤマガ ジュリ

9 国東 段題 千夏 ダンダイ チナツ

10 国東 梶原 果歩 カジワラ カホ

11 国東 仲 涼子 ナカ リョウコ

12 国東 東 真羽 アズマ マハネ

13 国東 能武 まひる ノウム マヒル

14 速見 野見山 陽七乃 ノミヤマ ヒナノ

15 速見 小野 咲愛 オノ サエ

16 別府 舩川 日菜美 フナカワ ヒナミ

17 大分 戸次 美津絵 ベッキ ミヅエ

18 大分 秋吉 凜乃 アキヨシ リノ

19 大分 下郡 優惟乃 シモゴオリ ユイノ

20 大分 下郡 陽菜乃 シモゴオリ ヒナノ

21 大分 渡邉 莉愛 ワタナベ リリア

22 大分 城向 咲良 ジョウコウ サクラ

23 大分 喜久田 好美 キクタ コノミ

24 大分 幸 告美 ユキ ツグミ

25 大分 池本 莉奈 イケモト リナ

26 大分 山本 明依 ヤマモト メイ
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27 大分 和田 みずき ワダ ミズキ

28 大分 桑原 みなみ クワハラ ミナミ

29 大分 太田 桃芭 オオタ モモハ

30 大分 柴﨑 結良 シバサキ ユラ

31 大分 田中 佑芽 タナカ ユメ

32 大分 後藤 愛流 ゴトウ アイル

33 大分 不二原 亜紀 フジハラ アキ

34 大分 薬師寺 可歩 ヤクシジ カホ

35 大分 長 さくら チョウ サクラ

36 大分 江藤 彩恵 エトウ サエ

37 大分 和田 はるな ワダ ハルナ

38 大分 廣田 京香 ヒロタ キョウカ

39 大分 白石 栞 シライシ シオリ

40 大分 山崎 紗音 ヤマサキ スズネ

41 大分 泉 香織 イズミ カオリ

42 大分 長野 文香 ナガノ アヤカ

43 大分 宇野 佑唯 ウノ ユイ

44 大分 興梠 桃葉 コウロギ モモハ

45 大分 河野 ひなの コウノ ヒナノ

46 大分 浅野 愛 アサノ アイ

47 大分 七蔵司 明菜 ナナゾウシ アキナ

48 大分 頭山 愛花 トウヤマ マナカ

49 大分 藥師寺 朝日 ヤクシジ アサヒ

50 大分 佐藤 暁理 サトウ アカリ

51 大分 姫野 真緒 ヒメノ マオ

52 大分 甲原 有希子 コウバラ ユキコ

53 大分 首藤 綾佳 シュトウ アヤカ

54 大分 山口 紗也加 ヤマグチ サヤカ

55 大分 安部 悠実子 アベ ユミコ



56 大分 中川 久子 ナカガワ ヒサコ

57 豊後大野 宮成 芽以 ミヤナリ メイ

58 豊後大野 伊東 ひかり イトウ ヒカリ

59 豊後大野 羽田野 麻悠香 ハダノ マユカ

60 豊後大野 羽田野 花菜 ハダノ ハルナ

61 竹田 新平 野乃香 シンヒラ ノノカ

62 竹田 小代 あこ オジロ アコ

63 玖珠 財津 真央 ザイツ マオ

64 日田 原田 朱彩 ハラダ アヤ

65 日田 小澤 京子 オザワ キョウコ

66 日田 渡辺 優月 ワタナベ ユヅキ

67 日田 猪熊 響 イノクマ ヒビキ

68 日田 佐藤 要 サトウ カナメ



番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 大分 前田 翔太 マエダ ショウタ

2 大分 吉良 友杜 キラ ユウト

3 玖珠 梅木 翔也 ウメキ シヨウヤ

4 玖珠 佐藤 稔 サトウ ジン

5 大分 薬師寺 宏祐 ヤクシジ コウスケ

6 大分 清原 良太 キヨハラ リョウタ

7 大分 佐藤 新大 サトウ アラタ

8 竹田 大塚 凜太郎 オオツカ リンタロウ

9 杵築 菅原 光平 スガハラ コウヘイ

10 宇佐 松本 健史 マツモト タケシ

11 日田 長谷部 慶人 ハセベ ケイト

12 大分 谷口 獅龍 タニグチ シリュウ

13 大分 堅田 一太 カタダ イチタ

14 豊後大野 小野 元輝 オノ ゲンキ

15 大分 大賀 一平 オオガ イッペイ

16 大分 佐藤 諄弥 サトウ シュンヤ

17 大分 吉野 恭平 ヨシノ キョウヘイ

18 大分 岡田 湧太 オカダ ユウタ

19 大分 山口 健武郎 ヤマグチ ケンタロウ

20 大分 児玉 澄人 コダマ スミト

21 宇佐 薬師寺 結斗 ヤクシジ ユイト

22 大分 福島 寛大 フクシマ カンタ

23 佐伯 塚本 浩貴 ツカモト ヒロキ

24 大分 渡邉 凌介 ワタナベ リョウスケ

25 中津 寺田 海翔 テラダ カイト

26 大分 渡邉 祐樹 ワタナベ ユウキ
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27 宇佐 江口 智哉 エグチ トモヤ

28 大分 仲野 上総 ナカノ カズサ

29 宇佐 崔 優斗 サイ ユウト

30 宇佐 小宮 大雅 コミヤ タイガ

31 大分 副田 和桜 ソイダ カズオ

32 大分 野田 詢至 ノダ シュンジ

33 大分 衛藤 亮太 エトウ リョウタ

34 大分 髙橋 啓介 タカハシ ケイスケ

35 佐伯 神﨑 蒼介 カンザキ ソウスケ

36 大分 HARRINGTON HUNTER JOSEPH ハリントン ハンタージョセフ

37 大分 小野 信恭 オノ シンスケ

38 大分 前田 修平 マエダ シュウヘイ

39 大分 岡村 優 オカムラ ユウ



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 宇佐 市原 由奈 イチハラ ユイナ

3 宇佐 高倉 榛心 タカクラ ハルナ

4 杵築 田代 栞 タシロ シオリ

5 杵築 髙山 聖菜 タカヤマ セイナ

6 杵築 友永 百香 トモナガ モモカ

7 杵築 宮﨑 媛花 ミヤザキ ヒメカ

8 速見 帆﨑 加那 ホザキ カナ

9 速見 丸山 莉奈 マルヤマ リナ

10 大分 田原 和果 タハラ ノドカ

11 大分 安東 はるか アンドウ ハルカ

12 大分 瀬川 芽生 セガワ メイ

13 大分 佐藤 ななみ サトウ ナナミ

14 大分 山崎 花菜 ヤマサキ ハナ

15 大分 深町 美羽 フカマチ ミウ

16 大分 児玉 海 コダマ ウミ

17 大分 安部 みのり アベ ミノリ

18 大分 柴﨑 和呼 シバサキ ワコ

19 大分 濱本 真実 ハマモト マミ

20 大分 甲斐 桃葉 カイ モモハ

21 大分 衞藤 慎理 エトウ マリ

22 大分 深田 亜紀 フカタ アキ

23 大分 庄司 千恵美 ショウジ チエミ

24 臼杵 藤原 夢乃 フジワラ ユメノ

25 臼杵 荒木 結香 アラキ ユイカ

26 佐伯 廣瀬 彬乃 ヒロセ シノ

27 竹田 松田 奈巳 マツダ ナミ

28 日田 原田 悠衣 ハラダ ユイ

29 日田 吉岩 優 ヨシイワ ユウ
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番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 中津 中山 凱翔 ナカヤマ カイト

2 中津 荒尾 昇吾 アラオ ショウゴ

3 中津 平春 颯太 ヒラハル ソウタ

4 宇佐 岩下 理法 イワシタ リホウ

5 杵築 工藤 潤一郎 クドウ ジュンイチロウ

6 大分 佐藤 拓斗 サトウ タクト

7 大分 宮﨑 祐磨 ミヤザキ ユウマ

8 大分 嶋田 拓海 シマダ タクミ

9 大分 後藤 蓮汰 ゴトウ レンタ

10 大分 佐藤 優太郎 サトウ ユウタロウ

11 大分 庄司 大晟 ショウジ タイセイ

12 大分 緒方 雄大 オガタ ユウタ

13 大分 大山 勇人 オオヤマ ユウト

14 大分 藤原 仁 フジワラ ジン

15 大分 高橋 信介 タカハシ シンスケ

16 臼杵 首藤 優太 シュトウ ユウタ

17 佐伯 三城 航希 ミシロ コウキ

18 佐伯 大友 一生 オオトモ イッセイ

19 佐伯 村上 颯 ムラカミ ソウ

20 豊後大野 後藤 優仁 ゴトウ ユウジン

21 豊後大野 加藤 隆蔵 カトウ リュウゾウ

22 豊後大野 藤原 一雄 フジワラ カズオ

23 玖珠 後藤 洋司 ゴトウ ヨウジ

24 日田 後藤 大蔵 ゴトウ タイゾウ

25 日田 梶原 星 カジワラ ショウ

26 日田 髙瀬 浩伎 タカセ コウキ

三段男子



番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 別府 松岡 実李 マツオカ ミノリ

2 大分 野村 依世 ノムラ イヨ

3 大分 櫻井 菜々子 サクライ ナナコ

4 大分 亀井 あま衣 カメイ アマイ

5 大分 佐藤 七星 サトウ ナナセ

6 大分 白神 理華子 シラカミ リカコ

7 佐伯 和田 麻友美 ワダ マユミ

8 竹田 荒巻 美月 アラマキ ルナ

9 日田 下川 澄玲 シモカワ スミレ
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番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 宇佐 加藤 丈典 カトウ タケノリ

2 国東 原田 喬志 ハラダ タカシ

3 大分 小嶋 孟 コジマ タケシ

4 大分 城井 和久 キイ カズヒサ

5 大分 中野 量司 ナカノ リョウジ

6 津久見 小手川 光一 コテガワ コウイチ

7 日田 萩原 奈津稀 ハギワラ ナツキ

8 国際 譚 淑君 タン シュジュン

四段



番 号 支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

1 宇佐 大門 伸一郎 ダイモン シンイチロウ

2 大分 前原 拓朗 マエハラ タクロウ

3 大分 日隈 健人 ヒグマ タケヒト

4 大分 栗山 慎平 クリヤマ シンペイ

5 大分 木戸 崇裕 キド タカヒロ

6 大分 姫野 優 ヒメノ ユウ

7 大分 堤 信寿 ツツミ ノブヒサ

8 大分 釘宮 健二 クギミヤ ケンジ

9 由布 深田 紀彦 フカダ ノリヒコ

10 国際 黄 江琳 ファン ジャングリン

五段


