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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 
大分舞鶴高校 川上 慶槇

1 大分舞鶴高校 渡邊 脩真 川上 慶槇 川上 慶槇
  渡邊 脩真 渡邊 脩真 川上 慶槇

2  Bye  川上 慶槇 榮 圭吾 渡邊 脩真
大分工業高校 小池 隼輔  渡邊 脩真 沼口 昇永 7-5  川上 慶槇

3 大分工業高校 岩田 宗士 兒玉 大祈 6-0  川邉 一真  渡邊 脩真
宇佐高校 兒玉 大祈 　 玉井 尚希  渡邊 鋭門 川邉 一真 6-3  

4 宇佐高校 玉井 尚希 6-3  川上 慶槇 冨田 ⻯誠 渡邊 鋭門  
別府鶴⾒丘高校 山下 海人  渡邊 脩真 松尾 匠翔 6-4  

5 別府鶴⾒丘高校 田邉 翔馬 北野 良太 6-0  
大分雄城台高校 北野 良太     藤村 俊輔  榮 圭吾

6 大分雄城台高校 藤村 俊輔 w.o. 北野 良太 順位 3-4 沼口 昇永 榮 圭吾
高田高校 萩 凌人  藤村 俊輔 冨田 ⻯誠 沼口 昇永

7 高田高校 近藤 晴 萩 凌人 6-4  松尾 匠翔 6-2  
大分東明高校 小田巻 海飛　　 近藤 晴  

8 大分東明高校 永山 颯真 6-4  川上 慶槇
鶴崎工業高校 武下 翔大  渡邊 脩真

9 鶴崎工業高校 ⿊⽊ 大誠 武下 翔大 6-2  
宇佐高校 下山 愛樹 　 ⿊⽊ 大誠  

10 宇佐高校 吉田 怜央 6-0  加藤 悠綺
大分工業高校 小代 祥也  小田 澄海

11 大分工業高校 後明 航至 加藤 悠綺 6-4  
大分鶴崎高校 加藤 悠綺 　 小田 澄海  

12 大分鶴崎高校 小田 澄海 6-3  新納 勇志
大分上野丘高校 末廣 大知  桑原 泰

13 大分上野丘高校 梶谷 泰誠 新納 勇志 6-0  
別府鶴⾒丘高校 新納 勇志 　 桑原 泰  

14 別府鶴⾒丘高校 桑原 泰 6-0  新納 勇志
   桑原 泰

15  Bye 熊谷 光陽 6-2  
大分舞鶴高校 熊谷 光陽 笹⽊ 惇也  

16 大分舞鶴高校 笹⽊ 惇也  川上 慶槇
大分鶴崎高校 中村 真  渡邊 脩真

17 大分鶴崎高校 用正 泰雅 中村 真 6-1  
  用正 泰雅  

18  Bye  中村 真
大分雄城台高校 乙津 孝太朗  用正 泰雅

19 大分雄城台高校 鶴原 岳仁 乙津 孝太朗 6-0  
別府鶴⾒丘高校 望月 惺雅 　 鶴原 岳仁  

20 別府鶴⾒丘高校 橋⽖ 諒雅 6-2  中村 真
大分上野丘高校 佐藤 朝陽  用正 泰雅

21 大分上野丘高校 大塚 奏 佐藤 朝陽 6-0  
鶴崎工業高校 佐藤 洋弥 大塚 奏  

22 鶴崎工業高校 川﨑 健翔 6-4  佐藤 朝陽
宇佐高校 宮井 康佑  大塚 奏

23 宇佐高校 河野 快星 宮井 康佑 6-2  
大分上野丘高校 ⽊﨑 桜介 　 河野 快星  

24 大分上野丘高校 植松 佑太 6-0  大塚 新理
大分東明高校 向 康介  村島 颯天

25 大分東明高校 森重 悠吾 吉田 瑞基 6-3  
大分上野丘高校 吉田 瑞基 　 神﨑 智大  

26 大分上野丘高校 神﨑 智大 6-0  吉田 瑞基
宇佐高校 大⾒ 陸遼  神﨑 智大

27 宇佐高校 清永 進吾 原⼾ 大輔 6-1  
中津北高校 原⼾ 大輔 　 盛岡 大暉  

28 中津北高校 盛岡 大暉 6-0  大塚 新理
大分豊府高校 稙田 陽翔  村島 颯天

29 大分豊府高校 阿部 斡汰 稙田 陽翔 6-1  
大分雄城台高校 内野 功望 　 阿部 斡汰  

30 大分雄城台高校 安本 幸太郎 7-5  大塚 新理
   村島 颯天

31  Bye 大塚 新理 6-0  
別府鶴⾒丘高校 大塚 新理 村島 颯天  

32 別府鶴⾒丘高校 村島 颯天   
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大分舞鶴高校 榮 圭吾   

33 大分舞鶴高校 沼口 昇永 榮 圭吾  
  沼口 昇永  

34  Bye  榮 圭吾
国東高校 渡邉 結翔  沼口 昇永

35 国東高校 石田 和暉 渡邉 結翔 6-0  
鶴崎工業高校 後藤 那知 　 石田 和暉  

36 鶴崎工業高校 ⻑井 滉希 7-6(5)  榮 圭吾
別府鶴⾒丘高校 本田 章悟  沼口 昇永

37 別府鶴⾒丘高校 櫻⽊ 信太郎 武田 拓隼 6-0  
大分上野丘高校 武田 拓隼 　 髙瀬 雄大  

38 大分上野丘高校 髙瀬 雄大 w.o. 佐土原 悠人
宇佐高校 杉山 颯汰  桑水 翔音

39 宇佐高校 ⽵林 醇也 佐土原 悠人 6-2  
大分鶴崎高校 佐土原 悠人 　 桑水 翔音  

40 大分鶴崎高校 桑水 翔音 6-3  榮 圭吾
大分東明高校 宮村 佳廉  沼口 昇永

41 大分東明高校 水上 太晴 宮村 佳廉 6-0  
岩田高校 中田 涼太 　 水上 太晴  

42 岩田高校 浦田 翔太郎 6-0  中元 孝輔
大分上野丘高校 佐藤 勇大  藤川 泰希

43 大分上野丘高校 清末 慎修 中元 孝輔 6-1  
中津北高校 中元 孝輔 　 藤川 泰希  

44 中津北高校 藤川 泰希 6-0  四方 温人
大分工業高校 宮⽊ 悠  江川 佑希

45 大分工業高校 祖田 尚輝 谷口 泰平 6-1  
福徳学院高校 谷口 泰平 原 正登  

46 福徳学院高校 原 正登 6-3  四方 温人
   江川 佑希

47  Bye 四方 温人 6-3  
中津南高校 四方 温人 江川 佑希  

48 中津南高校 江川 佑希  榮 圭吾
中津南高校 寺本 東吾  沼口 昇永

49 中津南高校 梅⽊ 武琉 寺本 東吾 6-1  
  梅⽊ 武琉  

50  Bye  寺本 東吾
高田高校 安藤 龍成  梅⽊ 武琉

51 宇佐高校 鶴岡 俊瑛 松原 和志 6-1  
大分上野丘高校 松原 和志 　 難波 桔平  

52 大分上野丘高校 難波 桔平 6-3  寺本 東吾
別府鶴⾒丘高校 佐藤 理史  梅⽊ 武琉

53 別府鶴⾒丘高校 荒谷 悠貴 江川 大貴 6-4  
大分豊府高校 江川 大貴 　 田中 陸  

54 大分豊府高校 田中 陸 6-0  江川 大貴
   田中 陸

55  Bye 嶋田 皓介 6-1  
大分工業高校 嶋田 皓介 首藤 蓮  

56 大分工業高校 首藤 蓮  土田 海琉
大分豊府高校 大島 匡祥  角町 和弘

57 大分豊府高校 濵田 楓斗 大島 匡祥 6-3  
中津南高校 ⽵生田 健太 濵田 楓斗  

58 中津南高校 藤崎 将伍 6-2  大島 匡祥
別府鶴⾒丘高校 坂本 慶斗  濵田 楓斗

59 別府鶴⾒丘高校 生野 大翔 梶谷 優人 6-1  
大分南高校 梶谷 優人 藤本 颯太  

60 大分南高校 藤本 颯太 6-0  土田 海琉
大分上野丘高校 岐部 将吾  角町 和弘

61 大分上野丘高校 河村 悠羽 岐部 将吾 6-1  
楊志館高校 江口 慎一 河村 悠羽  

62 楊志館高校 篠原 煌明 6-2  土田 海琉
   角町 和弘

63  Bye 土田 海琉 6-1  
福徳学院高校 土田 海琉 角町 和弘  

64 福徳学院高校 角町 和弘   
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大分鶴崎高校 川邉 一真   

65 大分鶴崎高校 渡邊 鋭門 川邉 一真  
  渡邊 鋭門  

66  Bye  川邉 一真
大分東明高校 清水 颯太  渡邊 鋭門

67 大分東明高校 ⻁岡 冴珀 末宗 璃久 6-1  
別府鶴⾒丘高校 末宗 璃久 　 油布 航  

68 別府鶴⾒丘高校 油布 航 7-5  川邉 一真
岩田高校 二ノ宮 慶吾  渡邊 鋭門

69 岩田高校 高 悠介 二ノ宮 慶吾 6-3  
福徳学院高校 秋吉 慶太郎 　 高 悠介  

70 福徳学院高校 衛藤 ⻁童 w.o. 大谷 啓仁
大分東明高校 岡山 蒼大  徳永 大悟

71 大分東明高校 杉安 拓海 大谷 啓仁 6-3  
岩田高校 大谷 啓仁 徳永 大悟  

72 岩田高校 徳永 大悟 6-0  川邉 一真
大分雄城台高校 福岡 理斗  渡邊 鋭門

73 大分雄城台高校 笹森 一瑳 福岡 理斗 6-3  
情報科学高校 三浦 愛翔 　 笹森 一瑳  

74 情報科学高校 後藤 智文 6-2  福岡 理斗
別府鶴⾒丘高校 佐藤 星太朗  笹森 一瑳

75 別府鶴⾒丘高校 矢部 優政 中尾 遙陽 6-2  
中津南高校 中尾 遙陽 　 副島 旺太郎  

76 中津南高校 副島 旺太郎 6-1  安部 凌矢
別府鶴⾒丘高校 佐藤 雄貴  ⻄郡 優太朗

77 別府鶴⾒丘高校 茂山 太郎 河越 福太郎 6-0  
大分上野丘高校 河越 福太郎 　 酒井 祐太朗  

78 大分上野丘高校 酒井 祐太朗 6-4  安部 凌矢
   ⻄郡 優太朗

79  Bye 安部 凌矢 6-0  
大分鶴崎高校 安部 凌矢 ⻄郡 優太朗  

80 大分鶴崎高校 ⻄郡 優太朗  川邉 一真
別府鶴⾒丘高校 加藤 誠之介  渡邊 鋭門

81 別府鶴⾒丘高校 大久保 直明 加藤 誠之介 6-3  
  大久保 直明  

82  Bye  加藤 誠之介
宇佐高校 北 夢輝史  大久保 直明

83 宇佐高校 河野 佑海 北 夢輝史 6-2  
別府翔⻘高校 秋吉 拓海 　 河野 佑海  

84 別府翔⻘高校 糸永 太陽 7-5  加藤 誠之介
中津北高校 有浦 耀  大久保 直明

85 中津北高校 植田 武蔵 有浦 耀 6-3  
高田高校 平岡 勇樹 植田 武蔵  

86 高田高校 首藤 和真 6-2  有浦 耀
大分雄城台高校 三原 海斗  植田 武蔵

87 大分雄城台高校 田口 真義 中島 功太 6-1  
中津南高校 中島 功太 ⽊下 知謙  

88 中津南高校 ⽊下 知謙 w.o. 二宮 煌太
高田高校 伊東 奏右真  豊島 和

89 高田高校 成重 敦大 伊東 奏右真 6-2  
大分東明高校 古屋 樂知 　 成重 敦大  

90 大分東明高校 古野 孝太郎 w.o. 伊東 奏右真
大分上野丘高校 日高 大翔  成重 敦大

91 大分上野丘高校 福盛 雅人 日高 大翔 6-3  
大分鶴崎高校 山際 元輝 　 福盛 雅人  

92 大分鶴崎高校 渡邉 煌海 7-5  二宮 煌太
別府鶴⾒丘高校 甲斐 陽向  豊島 和

93 別府鶴⾒丘高校 ⽵中 徹 甲斐 陽向 6-0  
岩田高校 二ノ宮 雅哉 ⽵中 徹  

94 岩田高校 雨宮 眞斗 6-1  二宮 煌太
   豊島 和

95  Bye 二宮 煌太 6-1  
大分舞鶴高校 二宮 煌太 豊島 和  

96 大分舞鶴高校 豊島 和   
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福徳学院高校 池部 碧飛   

97 福徳学院高校 角町 和真 池部 碧飛  
  角町 和真  

98  Bye  池部 碧飛
大分東明高校 三宮 颯真  角町 和真

99 大分東明高校 首藤 眞那斗 三宮 颯真 6-0  
大分上野丘高校 冨田 幸太郎 首藤 眞那斗  

100 大分上野丘高校 森末 勇気 6-1  池部 碧飛
中津北高校 渡邉 巧  角町 和真

101 中津北高校 穴瀬 大翔 渡邉 巧 6-0  
大分豊府高校 今尾 珠雀 穴瀬 大翔  

102 大分豊府高校 利光 豪貴 6-3  渡邉 巧
別府翔⻘高校 寺山 航平  穴瀬 大翔

103 別府翔⻘高校 平田 雅樹 寺山 航平 6-3  
情報科学高校 奥村 京冬 平田 雅樹  

104 情報科学高校 工藤 夢生 6-4  池部 碧飛
中津北高校 岡田 涼佑  角町 和真

105 中津北高校 末永 光弘 太田 智也 7-6(4)  
大分⻄高校 太田 智也 島田 凌汰  

106 大分⻄高校 島田 凌汰 6-2  井上 結仁
情報科学高校 小野田 翔太  光成 晴

107 情報科学高校 高橋 悠斗 井上 結仁 6-2  
大分鶴崎高校 井上 結仁 　 光成 晴  

108 大分鶴崎高校 光成 晴 6-0  寺岡 正太郎
大分雄城台高校 上田 大祐  藤田 一颯

109 大分雄城台高校 秦 俊之介 上田 大祐 6-1  
大分工業高校 杉崎 巧弥 秦 俊之介  

110 大分工業高校 衛藤 大雅 6-2  寺岡 正太郎
   藤田 一颯

111  Bye 寺岡 正太郎 6-0  
福徳学院高校 寺岡 正太郎 藤田 一颯  

112 福徳学院高校 藤田 一颯  冨田 ⻯誠
大分鶴崎高校 小林 郁哉  松尾 匠翔

113 大分鶴崎高校 清松 拓也 小林 郁哉 6-1  
  清松 拓也  

114  Bye  小林 郁哉
別府翔⻘高校 大鱗 成龍  清松 拓也

115 別府翔⻘高校 ⽊村 捷人 大鱗 成龍 6-1  
中津北高校 工藤 宏人 ⽊村 捷人  

116 中津南高校 白⽊原 伊織 6-3  小林 郁哉
大分工業高校 大野 涼真  清松 拓也

117 大分工業高校 安達 昇悟 村上 凛斗 6-0  
別府鶴⾒丘高校 村上 凛斗 遠入 暁兜  

118 別府鶴⾒丘高校 遠入 暁兜 6-1  村上 凛斗
大分南高校 加藤 湊太  遠入 暁兜

119 大分南高校 石田 和也 坪根 隼矢 6-3  
中津南高校 坪根 隼矢　 川口 和晃  

120 中津南高校 川口 和晃 7-5  冨田 ⻯誠
大分上野丘高校 上野 暉仁  松尾 匠翔

121 大分上野丘高校 添田 紘史 福江 紘介 6-1  
大分雄城台高校 福江 紘介 ⻑野 昇平  

122 大分雄城台高校 ⻑野 昇平 6-0  福江 紘介
中津北高校 野依 桜介  ⻑野 昇平

123 中津北高校 鳴 啓起 野依 桜介 6-0  
日本文理大学附属高校 田北 璃空 鳴 啓起  

124 日本文理大学附属高校 鳥越 柊羽 6-4  冨田 ⻯誠
高田高校 山形 柚樹  松尾 匠翔

125 高田高校 野田 ⻁太朗 山形 柚樹 6-0  
別府鶴⾒丘高校 山形 真之介 野田 ⻁太朗  

126 別府鶴⾒丘高校 東保 命 6-3  冨田 ⻯誠
   松尾 匠翔

127  Bye 冨田 ⻯誠 6-3  
大分舞鶴高校 冨田 ⻯誠 松尾 匠翔  

128 大分舞鶴高校 松尾 匠翔  
   


