
支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 幣旗 陽向 ヘイハタ ヒナタ

中津 米村 守生 ヨネムラ シュウ

中津 立和 開 タチワ ハルキ

中津  田 凉久 ヨシダ リク

中津 浜小路 和孝 ハマショウジ カズタカ

中津 山浦 太貴 ヤマウラ タイキ

中津 村上 椋星 ムラカミ リョウセイ

中津 繁田 倫太朗 シゲタ リンタロウ

中津 岩久 雅弥 イワヒサ マサヤ

中津 永松 真人 ナガマツ マサト

中津 澤村 昭太 サワムラ ショウタ

中津 津崎 良太 ツザキ リョウタ

中津 吉田 煌太郎 ヨシダ オウタロウ

中津 平原 英将 ヒラバル テルマサ

宇佐 金子 隼也 カネコ シュンヤ

宇佐 東 柊 ヒガシ シュウ

宇佐 岡部 蒼平 オカベ ソウヘイ

宇佐 戸上 瑠威 トノウエ ルイ

国東 國廣 直人 クニヒロ ナオト

国東 田邉 樹 タナベ イツキ

国東 山際 丈尋 ヤマギワ タケヒロ

国東 堀田 輝世 ホリタ キヨ

初段男子合格者(支部順)



速見 柳井 律平 ヤナイ リッペイ

別府 沖村 宗司 オキムラ ソウジ

別府 西村 八宏 ニシムラ ヤヒロ

別府 山田 汰樹 ヤマダ タイキ

別府 丸山 晃平 マルヤマ コウヘイ

別府 田邉 賢史 タナベ ケンシ

別府 髙橋 天 タカハシ テン

別府 徳丸 達紀 トクマル タツノリ

別府 宮川 太良 ミヤガワ タイラ

別府 木和田 悠大 キワダ ユウダイ

別府 田口 晃大 タグチ コウダイ

大分 髙比良 礼人 タカヒラ アヤト

大分 梅田 琥太朗 ウメダ コタロウ

大分 東 隼矢刀 アズマ ハヤト

大分 濱田 龍聖 ハマダ リュウセイ

大分 詫間 一真 タクマ イッシン

大分 佐藤 温大 サトウ ハルト

大分 大神 巧雅 オオガ タクミ

大分 大神 功誠 オオガ イサミ

大分 竹林 隆平 タケバヤシ リュウヘイ

大分 浅井 瑞己 アサイ ミズキ

大分 天江 凌大 アマエ リョウタ

大分 清水 大河 シミズ タイガ

大分 櫻田 和輝 サクラダ カズキ



大分 安部 蓮斗 アベ レント

大分 大平 陽瀬 オオヒラ ハルセ

大分 佐藤 雷太 サトウ ライタ

大分 琴谷 頼人 コトヤ ライト

大分 斉木 健太 サイキ ケンタ

大分 尾﨑 弘晟 オザキ コウセイ

大分 園田 叶 ソノダ トワ

大分 荒巻 慶一朗 アラマキ ケイイチロウ

大分 荒巻 凜太朗 アラマキ リンタロウ

大分 片山 逞 カタヤマ タクマ

大分 篠田 龍騎 シノダ リュウキ

大分 永田 己侍朗 ナガタ コジロウ

大分 松尾 諭 マツオ サトシ

大分 穴井 晶貴 アナイ マサキ

大分 真島 白都 マシマ ハクト

大分 後藤 雅哉 ゴトウ マサヤ

臼杵 佐々木 光 ササキ ヒカル

佐伯 秋元 斗輝 アキモト トキ

佐伯 秋元 志輝 アキモト シキ

佐伯 神田 槇之心 カンダ テンノシン

佐伯 田中 孝之介 タナカ コウノスケ

豊後大野 羽田野 基晴 ハダノ モトハル

豊後大野 緒方 祐也 オガタ ユウヤ

豊後大野 羽田野 喜明 ハダノ ヨシアキ



豊後大野 羽田野 琥太郎 ハダノ コタロウ

豊後大野 廣瀨 暁文 ヒロセ トキフミ

竹田 中村 真聡 ナカムラ マサト

竹田 羽田野 滉稀 ハダノ コウキ

竹田 髙橋 竜也 タカハシ リュウヤ

日田 大友 宗一郎 オオトモ ソウイチロウ

日田 髙森 元斗 タカモリ ゲント

日田 永瀨 駿音 ナガセ ハヤト



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 北條 智佳 ホウジョウ チカ

中津 福田 ののか フクダ ノノカ

中津 工藤 陽葵 クドウ ヒマリ

中津 天草 祐 アマクサ ユウ

中津 小野 夏実 オノ ナミ

宇佐 阿部 いずみ アベ イズミ

宇佐 畑守 萌々 ハタモリ モモ

宇佐 松尾 悠 マツオ ユウ

国東 國廣 桃羽 クニヒロ モモハ

国東 渡邉 結萌 ワタナベ ユメ

国東 原田 智咲 ハラダ チサキ

国東 野上 結乃 ノガミ ユイノ

大分 新田 いろは ニッタ イロハ

大分 波多野 惺菜 ハタノ セナ

大分 田邉 美慧 タナベ ミサト

大分 久保 凜々香 クボ リリカ

大分 渡邉 愛菜 ワタナベ アンナ

大分 篠田 凪胡 シノダ ナコ

大分 河野 星那 カワノ セナ

大分 井 真奈美 イ マナミ

大分 安東 奈那 アンドウ ナナ

初段女子合格者(支部順)



大分 平野 美希 ヒラノ ミキ

大分 木村 夢叶 キムラ ユナ

大分 糸永 葉月 イトナガ ハヅキ

大分 板井 雫音 イタイ シズネ

大分 中須賀 柚奈 ナカスカ ユナ

大分 桑原 文菜 クワバラ アヤナ

大分 奈良 明里 ナラ アカリ

大分 井元 一華 イモト イチカ

大分 廣田 莉子 ヒロタ リコ

大分 伊東 沙愛 イトウ サラ

大分 松尾 優花 マツオ ユウカ

大分 森 彩希 モリ アヤノ

大分 小原 喜花 オハラ コノカ

臼杵 浦邊 綾香 ウラベ アヤカ

佐伯 小田 湧奈 オダ ユウナ

佐伯 山本 花穏 ヤマモト カノン

佐伯 簀河原 瞳 スガハラ メイ

佐伯 中村 優奈 ナカムラ ユナ

佐伯 今山 紗良 イマヤマ サラ

豊後大野 渡部 美悠 ワタナベ ミユウ

日田 石井 優衣南 イシイ ユイナ

日田 梅山 蓮菜 ウメヤマ レミナ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 板木 れのん イタギ レノン

中津 辛島 亘 カラシマ ワタル

中津 米村 匠生 ヨネムラ タクミ

中津 木戸 楓 キド カエデ

中津 寺田 健人 テラダ ケント

中津 小野 栄登 オノ エイト

中津 友永 大翔 トモナガ ヒロト

中津 平田 清人 ヒラタ キヨト

中津 澤村 耕助 サワムラ コウスケ

中津 久保 雄暉 クボ ユウキ

中津 高野 虎太郎 タカノ コタロウ

宇佐 岩下 嶺 イワシタ レイ

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 森 湊登 モリ ミナト

国東 伊藤 諒人 イトウ マサト

速見 清永 侑寿 キヨナガ ユウト

速見 西 大雅 ニシ タｲｶﾞ

別府 杉本 駿太 スギモト シュンタ

別府 濱野 航世 ハマノ コウセイ

別府 清 孝太郎 セイ コウタロウ

二段男子合格者



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

大分 佐藤 仁紀 サトウ ヒトキ

大分 髙岡 翔 タカオカ ショウ

大分 清水 裕斗 シミズ ユウト

大分 梶原 陸翔 カジワラ リクト

大分 羽田野 直也 ハダノ ナオヤ

大分 幸野 仁汰 ユキノ ジンタ

大分 工藤 雅也 クドウ マサヤ

大分 佐藤 孝太朗 サトウ コウタロウ

大分 野村 亮太 ノムラ リョウタ

大分 板井 龍輝 イタイ リュウキ

大分 成安 輝 ナリヤス ヒカル

大分 東保 海璃 ヒガシホ カイリ

大分 小堺 朔汰 コザカイ サクタ

大分 横山 航汰 ヨコヤマ コウタ

大分 後藤 隼介 ゴトウ シュンスケ

大分 古城 檀 コジョウ ダン

大分 泥谷 謙介 ヒジヤ ケンスケ



大分 後藤 颯月 ゴトウ カケル

大分 篠原 一斗 シノハラ カズト

大分 大久保 杜亮 オオクボ モリアキ

大分 小牧 輝翔 コマキ ケント

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

大分 井原 孝泰 イハラ コウダイ

大分 首藤 宇羅 シュトウ ウラ

大分 工藤 隼斗 クドウ ハヤト

臼杵 平川 一輝 ヒラカワ カズキ

臼杵 上尾 和輝 ウエオ カズキ

臼杵 白野 真斗 シロノ マナト

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

竹田 安部 朋晃 アベ トモアキ

竹田 和田 大樹 ワダ ダイキ

竹田 関 久遠 セキ クオン

竹田 吉良 優星 キラ ユウセイ

竹田 羽田野 光則 ハダノ ミツノリ

日田 用松 拓海 モチマツ タクミ

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



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 田中 亜実 タナカ アミ

中津 角石 咲蘭 カドイシ サラン

中津 後藤 聖和 ゴトウ セナ

中津 工藤 ひなた クドウ ヒナタ

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

杵築 染矢 菜奈子 ソメヤ ナナコ

別府 角田 こころ ツノダ ココロ

別府 岩松 美乃莉 イワマツ ミノリ

大分 薬師寺 結美 ヤクシジ ユミ

大分 服平 彩亜耶 フクベ サアヤ

大分 吉田 莉子 ヨシダ リコ

大分 松尾 晴夏 マツオ ハルカ

大分 指原 慧 サシハラ ケイ

大分 西郷 玲奈 サイゴウ レナ

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  夢来 ダイ ミライ

大分 宮本 寿々 ミヤモト スズ

大分 田形 汐里 タガタ シオリ

大分 樫村 真珠 カシムラ マジュ

二段女子合格者



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 西野 綾乃 ニシノ アヤノ

佐伯 三井 千春 ミツイ チハル

豊後大野 後藤 愛佳 ゴトウ マナカ

竹田 木村 蒼 キムラ アオイ

日田 梅山 唯菜 ウメヤマ ユイナ

日田 吉岡 来実 ヨシオカ クルミ

日田 長谷部 結菜 ハセベ ユナ

日田 中元 緑映 ナカモト アオハ



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 寺田 海翔 テラダ カイト

中津 野末 惇裕 ノズエ ジュンスケ

中津 久保 皇志 クボ コウシ

中津 三谷 幸聖 ミタニ コウキ

宇佐 佐藤 正佳 サトウ マサヨシ

宇佐 薬師寺 結斗 ヤクシジ ユイト

宇佐 中嶋 剣進 ナカシマ ケンシン

宇佐 江口 智哉 エグチ トモヤ

宇佐 小宮 大雅 コミヤ タイガ

杵築 植村 泰成 ウエムラ タイセイ

別府 関山 尚生 セキヤマ ナオキ

別府 坂田 大地 サカタ リク

別府 岸本 龍輝 キシモト リュウキ

別府 西口 佳孝 ニシグチ ヨシタカ

別府 福島 圭士郎 フクシマ ケイシロウ

別府 井田 竣也 イダ シュンヤ

別府 飯田 大翔 イイダ ヤマト

別府 藤﨑 敬 フジサキ ケイ

別府 陸門 世那 ムツカド セナ

別府 松原 正明 マツバラ マサアキ

別府 蔵座 透真 ゾウザ トウマ

三段男子合格者



別府 宮ノ内 樹 ミヤノウチ イツキ

大分 武知 透矢 タケチ トウヤ

大分 庄司 賢吾 ショウジ ケンゴ

大分 豊田 海翔 トヨダ カイト

大分 佐田 奏太 サダ カナタ

大分 東 優輝 ヒガシ ユウキ

大分 佐藤 考太 サトウ コウタ

大分 仲野 上総 ナカノ カズサ

大分 渡邉 祐樹 ワタナベ ユウキ

大分 江田 悠都 コウダ ハルト

大分 山本 楓太 ヤマモト ソウタ

大分 廣橋 滉太郎 ヒロハシ コウタロウ

臼杵 梅田 賢二 ウメダ ケンジ

津久見 児玉 侑太 コダマ ユウタ

佐伯 菅 凜太郎 スガ リンタロウ

佐伯 塚本 浩貴 ツカモト ヒロキ

豊後大野 釘宮 功暉 クギミヤ コウキ

豊後大野 櫻井 知俊 サクライ アキトシ

豊後大野 大串 日々樹 オオグシ ヒビキ

竹田 松尾 紘斗 マツオ ヒロト

玖珠 遠江 正直 トオトウミ マサナオ

日田 大島 大輝 オオシマ　 ダイキ

日田 長谷部 慶人 ハセベ ケイト



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 島崎 彩 シマザキ アヤ

宇佐 谷本 未空 タニモト ミク

宇佐 髙倉 榛心 タカクラ ハルナ

国東 佐藤 結 サトウ ユイ

杵築 國廣 あおね クニヒロ アオネ

杵築 田代 栞 タシロ シオリ

杵築 佐保 彩奈 サホ アヤナ

別府 芦田 敬子 アシダ ケイコ

別府 浦邊 史織 ウラベ シオリ

大分 田原 和果 タハラ ノドカ

大分 児玉 海 コダマ ウミ

大分 山崎 花菜 ヤマサキ ハナ

大分 後藤 さち ゴトウ サチ

大分 深田 亜紀 フカタ アキ

佐伯 佐藤 ななみ サトウ ナナミ

佐伯 衛藤 慎理 エトウ マリ

豊後大野 佐々木 陽菜 ササキ ハルナ

豊後大野 児玉 彩菜 コダマ アヤナ

豊後大野 田邉 悠華 タナベ ハルカ

豊後大野 濵田 琉花 ハマダ ルカ

豊後大野 三ヶ尻 千帆 ミカジリ チホ

日田 柳井田 美貴 ヤナイダ ミキ

日田 尾方 亜未 オガタ ツグミ

三段女子合格者



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 髙尾 颯士 タカオ ハヤト

大分 堤 光誠 ツツミ コウセイ

大分 佐藤 雅哉 サトウ マサヤ

大分 小池 剛 コイケ ゴウ

大分 河野 友彦 カワノ トモヒコ

大分 児玉 庄平 コダマ ショウヘイ

大分 栗﨑 忠正 クリサキ タダマサ

日田 秋好 真湖 アキヨシ マコ

　四段合格者



支部 姓 名 姓（カナ） 名（カナ）

中津 山浦 真介 ヤマウラ シンスケ

中津 津上 友輔 ツガミ ユウスケ

杵築 二宮 勲 ニノミヤ イサオ

別府 間津 俊亮 アイヅ シュンスケ

大分 辻 厚誠 ツジ コウセイ

大分  野 省吾 ヨシノ ショウゴ

大分 香江 紀明 コウノエ トシアキ

大分 舟越 彰 フナコシ アキラ

玖珠 柿元 寛道 カキモト ヒロミチ

　五段合格者


