
と　き

ところ

男子個人戦

優勝 木村 八雲 杵築 高校
２位 木村 出雲 杵築 高校
３位 村田 光 大分国際情報 高校
３位 峯松 大季 明豊 高校
５位 後藤 弘樹 大分上野丘 高校
５位 後藤 健介 三重総合 高校
５位 伊東 凜太郎 明豊 高校
５位 山本 郡 大分上野丘 高校

女子個人戦

優勝 神﨑 三華 佐伯鶴城 高校
２位 泉 凜翔 三重総合 高校
３位 松原 綾乃 大分 高校
３位 生野 愛菜 大分鶴崎 高校
５位 竹本 由佳 大分国際情報 高校
５位 堀 優菜 杵築 高校
５位 一宮 陽香 竹田 高校
５位 栗山 一花 大分国際情報 高校
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男子個人

29 伊東 凜太郎 明豊

25 佐藤 拓斗 大分雄城台

23 関 蒼吾 竹田

21 小野 剛志 三重総合

28 新名 秀悟 楊志館 後藤 健介 三重総合 57

日田林工 55

高橋 竜也 竹田南

26 丸山 敬太 中津東 梅村 一輝

27 大嶋 一輝 臼杵 56

永田 阿寿華 昭和学園 54

24 宿利 康太 日田 三城 航希 佐伯鶴城 53

佐伯 航汰 大分東明 52

22 佐矢野 慈弘 中津北 衛藤 亮太 大分工業 51

工藤 圭悟 中津東 50

20 吉良 優星 竹田南 吉田 飛稀 大分 49

19 山内 陽介 大分鶴崎 宮崎 祐磨 楊志館 48

18 米光 翼 宇佐 外園 寛樹 中津北 47

17 日野 海斗 昭和学園 嶋田 拓海 大分雄城台 46

16 村田 光 大分国際情報 塩出 颯舞 大分豊府 45

15 中本 大稀 柳ヶ浦 木村 出雲 杵築 44

14 藤原 和也 大分東明 峯松 大季 明豊 43

13 児玉 澄人 大分南 梅津 信希 中津南 42

12 木村 八雲 杵築 武内 慧光 岩田 41

11 柴﨑 壮平 大分舞鶴 佐藤 優太郎 大分舞鶴 40

10 中山 凱翔 中津南 中村 友乃 東九州龍谷 39

9 門本 尭大 福徳学院 首藤 真希 大分南 38

8 神﨑 蒼介 佐伯鶴城 赤嶺 滉太 大分鶴崎 37

7 津田 朔羽 岩田 山本 郡 大分上野丘 36

6 後藤 弘樹 大分上野丘 木下 由樹 柳ヶ浦 35

5 武内 伸太朗 日田林工 小島 亮 大分国際情報 34

4 阿南 寛汰 東九州龍谷 浅倉 碧 竹田 33

3 井原 孝泰 大分豊府 大本 凱斗 福徳学院 32

2 中村 悠人 大分工業 麻川 陸 宇佐 31

1 宮崎 弘也 大分 後藤 大星 30日田
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女子個人

杵築

杵築

宇佐

大分豊府

大分

楊志館

柳ヶ浦

日田

昭和学園

臼杵

竹田

中津南

明豊

大分鶴崎

東九州龍谷

大分雄城台

大分南

大分東明

大分国際情報

中津北

三重総合

大分上野丘

福徳学院

佐伯鶴城

25 堀 優菜

21 甲斐 桃葉

19 渡邉 文葉

17 佐藤 要

24 竹田 神﨑 三華 49

大分舞鶴 47

玉井 千尋

22 糸永 悠奈

23 川﨑 光奈美 48

大分舞鶴

東九州龍谷

18 大分豊府 竹本 由佳 43

大分上野丘

末松 希望 46

20 荒木 京香 麻生 詩乃 45臼杵

大分東明

佐藤 未結 41楊志館

日田

豊永 菜月 44

14 泉 凜翔

岩下 愛果

39福本 圭菜三重総合

15

澄川 未空

佐藤 鞠実 40福田 華子 中津南

松田 有加 42

16 野村 依世

13 釘宮 理沙 藥師寺 藍梨 38明豊

12 工藤 ひなた 宮田 陽子 37中津北

11 利光 咲花 木髙 香奈 36大分南

10 師藤 愛菜 一宮 陽香 35福徳学院

9 小野 咲良 岡村 未来 34大分

8 生野 愛菜 井福 由奈 33大分鶴崎

柳ヶ浦

7 垣添 心海 猪熊 葵 32宇佐

6 長瀬 喜音 秋山 萌 31佐伯鶴城

3

惠良 春菜

吉野 日菜 28吉岡 優亜 昭和学園

5 佐藤 碧海 臺 愛彩 30大分雄城台

4 堀池 柚希 松原 綾乃 29

2 田形 汐里 村上 遙 27岩田

1 栗山 一花 山本 楓菜 26大分国際情報


