
支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 木戸 楓 キド カエデ

宇佐 岩下 嶺 イワシタ レイ

国東 伊藤 諒人 イトウ マサト

国東 森 湊登 モリ ミナト

国東 段題 隆介 ダンダイ リュウスケ

国東 段題 康介 ダンダイ コウスケ

国東 宇佐住 蛍 ウサズミ ホタル

国東 岐部 翔音 キベ シオン

杵築 渡邊 凌介 ワタナベ リョウスケ

速見 清永 侑寿 キヨナガ ユウト

速見 西 大雅 ニシ タイガ

別府 清 孝太郎 セイ コウタロウ

別府 児玉 輝心 コダマ キシン

別府 清原 翔太 キヨハラ ショウタ

別府 河内 寛弥 カワウチ ヒロヤ

別府 平野 寿成 ヒラノ ヒサナリ

別府 拂川 右京 ハライカワ ウキョウ

別府 井上 元気 イノウエ ゲンキ

別府 山下 元章 ヤマシタ モトアキ

別府  家新 キョウ カシン

大分 泥谷 謙介 ヒジヤ ケンスケ

初段男子



大分 髙岡 翔 タカオカ ショウ

大分 東保 海璃 ヒガシホ カイリ

大分 佐藤 仁紀 サトウ ヒトキ

大分 横山 航汰 ヨコヤマ コウタ

大分 古城 檀 コジョウ ダン

大分 梶原 陸翔 カジワラ リクト

大分 後藤 隼介 ゴトウ シュンスケ

大分 板井 龍輝 イタイ リュウキ

大分 川口 峻太郎 カワグチ シュンタロウ

大分 工藤 雅也 クドウ マサヤ

大分 清水 裕斗 シミズ ユウト

大分 後藤 颯月 ゴトウ カケル

大分 小堺 朔汰 コザカイ サクタ

大分 幸野 仁汰 ユキノ ジンタ

大分 岡田 優真 オカダ ユウマ

大分 佐知 剛士 サチ ツヨシ

大分 佐藤 孝太朗 サトウ コウタロウ

大分 佐藤 快音 サトウ カイト

大分 羽田野 直也 ハダノ ナオヤ

大分 豊倉 優太 トヨクラ ユウタ

大分 吉松 准一 ヨシマツ ジュンイチ

大分 豊田 陸 トヨダ リク

大分 大野 乃武晴 オオノ ノブハル

大分 塩出 颯舞 シオデ ソウマ



臼杵 平川 一輝 ヒラカワ カズキ

臼杵 白野 真斗 シロノ マナト

津久見 後藤 春流 ゴトウ ハル

佐伯 渡邊 惺牙 ワタナベ セイガ

豊後大野 赤嶺 隆也 アカミネ リュウヤ

豊後大野 大野 航一朗 オオノ コウイチロウ

豊後大野 山本 拓弥 ヤマモト タクヤ

竹田 関 久遠 セキ クオン

竹田 馬場 悠勝 ババ ユウショウ

竹田 多田 俊哉 タダ シュンヤ

竹田 廣瀬 達基 ヒロセ タツキ

竹田 安部 朋晃 アベ トモアキ

竹田 羽田野 光則 ハダノ ミツノリ

由布 山佐 隼人 ヤマサ ハヤト

由布 幸 竜矢 ユキ タツヤ

玖珠 井上 和貴 イノウエ カズタカ

玖珠 石渕 成昭 イシブチ ナルアキ

日田 長尾 皇雅 ナガオ コウガ

日田 木下 博登 キノシタ ヒロト

日田 本川 勝哉 ホンカワ ショウヤ

日田 用松 拓海 モチマツ タクミ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 後藤 聖和 ゴトウ セナ

中津 田中 亜実 タナカ アミ

中津 小岩 愛奈 コイワ マナ

豊後高田 清原 向日葵 キヨハラ ヒマリ

宇佐 麻川 愛梨 アサカワ アイリ

国東 原田 更科 ハラダ サラシナ

国東 染矢 菜奈子 ソメヤ ナナコ

杵築 財前 遥 ザイゼン ハルカ

杵築 秋吉 倫花 アキヨシ リンカ

杵築 川浪 紬 カワナミ ツムギ

別府 岩松 美乃莉 イワマツ ミノリ

別府 ABULOVA Roza アブロヴァ ローザ

大分  夢来 ダイ ミライ

大分 薬師寺 結美 ヤクシジ ユミ

大分 松尾 晴夏 マツオ ハルカ

大分 宮﨑 明凛 ミヤザキ アカリ

大分 深谷 光栞 フカヤ ヒカリ

大分 指原 慧 サシハラ ケイ

大分 服平 彩亜耶 フクベ サアヤ

大分 鶴原 綾 ツルハラ アヤ

初段女子



大分 安部 永真 アベ エマ

大分 西郷 玲奈 サイゴウ レナ

大分 改 美優 カイ ミユウ

大分 宮本 寿々 ミヤモト スズ

大分 吉田 莉子 ヨシダ リコ

大分 伊妻 紗也加 イヅマ サヤカ

大分 谷本 愛梨 タニモト アイリ

大分 本田 愛実 ホンダ マナミ

大分 田形 汐里 タガタ シオリ

大分 澄川 未空 スミガワ ミク

大分 林田 夏実 ハヤシダ ナツミ

臼杵 芦刈 心 アシカリ ココロ

津久見 松下 友希菜 マツシタ ユキナ

津久見 中村 甘奈 ナカムラ カンナ

佐伯 阿部 初風 アベ ウイカ

佐伯 西野 綾乃 ニシノ アヤノ

佐伯 梅澤 歩未 ウメザワ アユミ

佐伯 渡辺 琉碧 ワタナベ ルア

佐伯 岡田 翔愛 オカダ トア

佐伯 岡田 日菜子 オカダ ヒナコ

佐伯 三井 千春 ミツイ チハル

豊後大野 田﨑 璃音 タサキ リオン

竹田 廣橋 知早子 ヒロハシ チサコ



竹田 大濱 日奈子 オオハマ ヒナコ

玖珠 宿利 菫恋 シクリ スミレ

玖珠 小野 栞 オノ シオリ

日田 吉田 乃亜 ヨシダ ノア

日田 中元 緑映 ナカモト アオハ

日田 井上 明香 イノウエ ハルカ

日田 梅山 唯菜 ウメヤマ ユイナ

日田 小笠原 亜珠 オガサワラ アミ

日田 長谷部 結菜 ハセベ ユナ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 布施木 陽人 フセギ ハルト

中津 北條 秀真 ホウジョウ シュウマ

中津 山口 竜矢 ヤマグチ リュウヤ

中津 丸山 敬太 マルヤマ ケイタ

豊後高田 安部 颯人 アベ ハヤト

豊後高田 田中 孝一 タナカ コウイチ

宇佐 木原 綸太郎 キハラ リンタロウ

国東 栗林 翔津希 クリバヤシ カヅキ

国東 吉岡 健太朗 ヨシオカ ケンタロウ

国東 石丸 翔太 イシマル ショウタ

国東 野上 倫太郎 ノガミ リンタロウ

国東 田邉 匠 タナベ タクミ

杵築 穴井 漣 アナイ レン

杵築 穴井 駿 アナイ シュン

杵築 齋藤 大翔 サイトウ ヒロト

速見 薬師寺 彩斗 ヤクシジ アヤト

速見 羽田野 煌斗 ハタノ アキト

大分 倉原 崇暢 クラハラ タカマサ

大分 姫野 春希 ヒメノ ハルキ

大分 伊東 蓮太 イトウ レンタ

二段男子



大分 徳丸 大輝 トクマル ダイキ

大分 上野 空琉 ウエノ アル

大分 神志那 雅也 コウジナ マサヤ

大分 高橋 鏡平 タカハシ キョウヘイ

大分 松下 謙心 マツシタ ケンシ

大分 大木 陽太 オオキ ヒナタ

大分 甲斐 朝 カイ アサ

大分 滋野 昌幸 シゲノ マサユキ

大分 佐藤 柊羽 サトウ シュウ

大分 水澤 柊斗 ミズサワ シュウト

大分 後藤 柊介 ゴトウ シュウスケ

大分 江藤 宝 エトウ タカラ

大分 瀧田 祐徳 タキタ ユウトク

大分 武田 侑貴 タケダ ユウキ

大分  暖希 ダイ ハルキ

大分 八木 拓真 ヤギ タクマ

大分 塩田 陽一朗 シオタ ヨウイチロウ

大分 橋詰 青輝 ハシヅメ ハルキ

大分 川上 司 カワカミ ツカサ

大分 大友 隆聖 オオトモ リュウセイ

大分 山本 郡 ヤマモト グン

大分 渡邉 凌介 ワタナベ リョウスケ

大分 佐々木 雅智 ササキ マサトモ



臼杵 目原 慎太郎 メハラ シンタロウ

臼杵 足立 知駿 アダチ チハヤ

臼杵 徳永 智彦 トクナガ トモヒコ

臼杵 薬師寺 凱斗 ヤクシジ ガイト

津久見 長 健士郎 チョウ ケンシロウ

佐伯 大石 葉琉 オオイシ ハル

佐伯 大友 國生 オオトモ クニオ

佐伯 衛藤 康佑 エトウ コウスケ

佐伯 髙津 駿斗 タカツ ハヤト

佐伯 佐川 俊輔 サガワ シュンスケ

豊後大野 羽田野 俊助 ハダノ シュンスケ

豊後大野 工藤 竜也 クドウ タツヤ

由布 一野 靖智 イチノ ヤストモ

玖珠 古後 陽都 コゴ ハルト

玖珠 野上 拓人 ノガミ タクト

日田 宮路 溜星 ミヤジ リュウセイ

日田 大島 直樹 オオシマ ナオキ

日田 大島 拓人 オオシマ タクト

日田 伊藤 匠汰 イトウ ショウタ

日田 園田 純弥 ソノダ ジュンヤ

日田 梅村 一輝 ウメムラ カズキ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 藤澤 こゆき フジサワ コユキ

中津 立和 奏 タチワ カナデ

中津 髙倉 聖世 タカクラ ヒヨリ

中津 天草 花 アマクサ ハナ

豊後高田 河野 玲奈 コウノ レナ

宇佐 三谷 舞桜 ミタニ マオ

宇佐 野末 子裕 ノズエ シヒロ

国東 段題 千夏 ダンダイ チナツ

速見 野見山 陽七乃 ノミヤマ ヒナノ

速見 小野 咲愛 オノ サエ

速見 久保田 凜 クボタ リン

大分 戸次 美津絵 ベッキ ミヅエ

大分 秋吉 凜乃 アキヨシ リノ

大分 下郡 優惟乃 シモゴオリ ユイノ

大分 下郡 陽菜乃 シモゴオリ ヒナノ

大分 渡邉 莉愛 ワタナベ リリア

大分 城向 咲良 ジョウコウ サクラ

大分 喜久田 好美 キクタ コノミ

大分 幸 告美 ユキ ツグミ

大分 和田 みずき ワダ ミズキ

大分 吉岩 陽 ヨシイワ ハル

二段女子



大分 柴﨑 結良 シバサキ ユラ

大分 田中 佑芽 タナカ ユメ

大分 後藤 愛流 ゴトウ アイル

大分 長 さくら チョウ サクラ

大分 江藤 彩恵 エトウ サエ

大分 廣田 京香 ヒロタ キョウカ

大分 白石 栞 シライシ シオリ

大分 山崎 紗音 ヤマサキ スズネ

大分 泉 香織 イズミ カオリ

大分 長野 文香 ナガノ アヤカ

大分 宇野 佑唯 ウノ ユイ

大分 河野 ひなの コウノ ヒナノ

大分 北山 朋恵 キタヤマ トモエ

佐伯 長瀨 喜音 ナガセ ユキネ

豊後大野 宮成 芽以 ミヤナリ メイ

豊後大野 伊東 ひかり イトウ ヒカリ

豊後大野 羽田野 花菜 ハダノ ハルナ

竹田 新平 野乃香 シンヒラ ノノカ

竹田 小代 あこ オジロ アコ

玖珠 佐藤 星華 サトウ セイカ

日田 小澤 京子 オザワ キョウコ

日田 渡辺 優月 ワタナベ ユヅキ

日田 猪熊 響 イノクマ ヒビキ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 古川 竜之介 フルカワ リュウノスケ

中津 奥田 匠海 オクダ タクミ

中津 工藤 圭悟 クドウ ケイゴ

中津 板木 亮樹 イタギ ヨシキ

宇佐 東 真央 ヒガシ マオ

国東 宮崎 弘也 ミヤザキ ヒロヤ

杵築 渡邉 優翔 ワタナベ ユウト

別府 渡邉 臣人 ワタナベ オミト

別府 伊東 凜太郎 イトウ リンタロウ

別府 戸髙 明日翔 トダカ アスト

別府 伊東 拓馬 イトウ タクマ

別府 篠﨑 広太 シノザキ コウタ

別府 占部 祥大 ウラベ ショウタ

別府 峯松 大季 ミネマツ ヒロキ

別府 長 蓮太郎 チョウ レンタロウ

別府 DOAN NHAT MINH ドアン ナット ミン

大分 後藤 弘樹 ゴトウ コウキ

大分 幸 巧真 ユキ タクマ

大分 吉田 飛稀 ヨシダ シブキ

大分 庄司 光汰 ショウジ コウタ

三段男子



大分 園田 時慶 ソノダ トキチカ

大分 松尾 修作 マツオ シュウサク

豊後大野 尾家 空央 オイエ タカオ

豊後大野 小野 剛志 オノ ツヨシ

豊後大野 目原 啓太郎 メハラ ケイタロウ

豊後大野 入田 颯斗 ニュウタ ハヤト

豊後大野 佐藤 捷人 サトウ ハヤト

豊後大野 泉 敦士 イズミ アツシ

日田 黒木 太渡 クロキ ヒロト

日田 井上 豊誠 イノウエ ホウセイ

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 橘 弥琉 タチバナ ワタル

日田 中元 嵩人 ナカモト コウト

日田 森山 憂士 モリヤマ ユウジ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 川端 優月 カワバタ ユヅキ

宇佐 狩野 美樹 カノ ミキ

別府 松原 涼 マツバラ リョウ

別府 釘宮 理沙 クギミヤ リサ

別府 鳴海 朱音 ナルミ アカネ

別府 宮﨑 優楽 ミヤザキ ユウラ

別府 中村 愛梨 ナカムラ アイリ

大分 末松 希望 スエマツ ノゾミ

大分 渡邉 文葉 ワタナベ フミハ

大分 吉野 日菜 ヨシノ ヒナ

豊後大野 麻生 詩乃 アソウ シノ

豊後大野 泉 凜翔 イズミ リンカ

三段女子



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 徳永 哉 トクナガ ハジメ

中津 山田 和輝 ヤマダ カズキ

別府 岩松 弘己 イワマツ ヒロキ

別府 今山 諒哉 イマヤマ リョウヤ

別府 川元 武士 カワモト タケシ

別府 田崎 光成 タサキ ミツナリ

別府 板井 赳城 イタイ タケキ

別府 田村 諒 タムラ リョウ

別府 野口 萌 ノグチ モエ

別府 堤 莉恵 ツツミ リエ

別府 深田 晶 フカタ アキラ

別府 PORTNOJ ABIGAIL ポートノイ アビガイル

大分 師藤 京志郎 シトウ キョウシロウ

竹田 江上 禎一 エガミ サダカズ

竹田 足達 咲江 アダチ サキエ

玖珠 武田 勇樹 タケダ ユウキ

四段



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

豊後高田 髙石 晃伸 タカイシ アキノブ

大分 富来 礼次 トミク レイジ

大分 利光 信彦 トシミツ ノブヒコ

大分 福元 邦雄 フクモト クニオ

大分 足立 浩二 アダチ コウジ

大分 広末 晴久 ヒロスエ ハレヒサ

豊後大野 田上 竜介 タノウエ リュウスケ

玖珠 太田 裕也 オオタ ユウヤ

五段


