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2 西 蓮閑 (刑務官) 原田 翔麻 (刑務官) 28

第29回大分県剣道選手権大会

第一試合場 第二試合場

1 阿部 剣征 (大学職員) 堤 光誠 (大学生) 27

4 吉野 武尊 (大学生) 井上 直哉 (警察官) 30

3 板井 赳城 (警察官) 岩武 陸 (会社員) 29

6 池邉 有希 (刑務官) 尾下 修平 (自衛官) 32

5 梶原 亘晃 (警察官) 藤原 大和 (大学生) 31

8 藤本 直矢 (自衛官) 岩尾 大昇 (自衛官) 34

7 堤 剣誠 (会社員) 伊藤 勇太朗 (大学生) 33

10 加藤 隆蔵 (大学生) 中倉 健太 (警察官) 36

9 安倉 直哉 (大学生) 田崎 光成 (自衛官) 35

12 古手川 優作 (教員) 水野 秀章 (警察官) 38

11 栗山 慎平 (刑務官) 辻 厚誠 (刑務官) 37

14 德部 大地 (刑務官) 竹下 洋平 (警察官) 40

13 上村 貴弥 (警察官) 梶原 大輔 (教員) 39

16 田村 諒 (自衛官) 渡辺 浩文 (教職員) 42

15 堤 淳 (教職員) 小野 大輝 (自衛官) 41

18 黒木 誠 (警察官) 宇野 舜作 (警察官) 44

17 米田 志穂 (自衛官) 和佐野 仁宣 (刑務官) 43

20 太鼓 真佑 (自衛官) 園山 和槻 (教員) 46

19 足立 憲亮 (刑務官) 本村 一暁 (自衛官) 45

22 石井 宏幸 (会社員) 山下 雄司 (自衛官) 48

21 三宮 裕馬 (警察官) 藤田 元 (刑務官) 47

24 本田 拓真 (警察官) 陽 清貴 (警察官) 50

23 中島 敏貴 (刑務官) 菅田 有記 (警察官) 49

26 板井 俊将 (大学生) 髙倉 聖矢 (教員) 52

25 藤原 桃太 (大学生) 三木 健太 (刑務官) 51
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2 中村 愛梨 (自衛官)

第４３回大分県女子剣道選手権大会

第三試合場

1 矢野 あすか (大学生)

3 中間 悠香 (警察官)

4 徳丸 友惟 (警察官)

5 釘宮 理沙 (大学生)

6 和田 麻友美 (会社員)

7 峯松 加奈 (大学生)

8 津守 葵衣 (大学生)

9 松原 涼 (大学生)

10 石井 七海 (警察官)

11 田邉 悠華 (大学生)

12 松岡 実李 (大学生)

13 上村 千愛里 (警察官)

14 奥谷 茉子 (大学生)


