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1 大分舞鶴高校 髙妻 蘭丸  髙妻 蘭丸  

  髙妻 蘭丸  髙妻 蘭丸

2  Bye   福森 功一郎 6-2  

   髙妻 蘭丸   髙妻 蘭丸

3 大分東明高校 首藤 眞那斗  6-0  冨田 竜誠  6-2

 首藤 眞那斗   冨田 竜誠

4 大分高校 奈須 光輝 7-6(3)   川上 慶槇 7-5

   髙妻 蘭丸

5  Bye  6-0  福森 功一郎

  加藤 誠之介   福森 功一郎

6 別府鶴見丘高校 加藤 誠之介   川上 慶槇 6-3

   加藤 誠之介

7 別府翔青高校 秋吉 拓海  6-0  

 秋吉 拓海  

8 鶴崎工業高校 長井 滉希 6-4   

   髙妻 蘭丸

9 別府鶴見丘高校 櫻木 信太郎  6-1  

  櫻木 信太郎  

10  Bye   

   櫻木 信太郎

11 大分鶴崎高校 首藤 晴志  7-5  

  首藤 晴志  

12  Bye   

   豊島 和 

13 大分舞鶴高校 豊島 和  6-1  

 豊島 和  

14 大分東明高校 矢野 翔大 6-0   

   豊島 和

15  Bye  6-1  

  安部 凌矢  

16 大分鶴崎高校 安部 凌矢   

   髙妻 蘭丸

17 大分鶴崎高校 川野 恭吾  6-2  

  川野 恭吾  

18  Bye   

   川野 恭吾

19 別府鶴見丘高校 大久保 直明  6-4  

 熊谷 光陽  

20 大分舞鶴高校 熊谷 光陽 6-1   

   川野 恭吾

21 鶴崎工業高校 村上 匠  6-0  

 糸永 太陽  

22 別府翔青高校 糸永 太陽 6-1   

   有浦 耀

23  Bye  6-1  

  有浦 耀  

24 中津北高校 有浦 耀   

   板井 勇士朗 

25 日本文理大学附属高校 亀井 志温  6-1  

 竹尾 琉希  

26 大分東明高校 竹尾 琉希 6-1   

   板井 勇士朗

27 大分鶴崎高校 板井 勇士朗  6-0  

  板井 勇士朗  

28  Bye   

   板井 勇士朗 

29 大分舞鶴高校 笹木 惇也  6-4  

 笹木 惇也  

30 別府鶴見丘高校 江藤 晃 6-1   

   糸永 龍矢

31  Bye  6-0  

  糸永 龍矢  

32 大分舞鶴高校 糸永 龍矢   
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33 大分舞鶴高校 大野 琢実   

  大野 琢実  

34  Bye   

   大野 琢実

35 大分東明高校 谷口 友啓  6-0  

 都甲 律樹  

36 大分鶴崎高校 都甲 律樹 w.o.  

   大野 琢実

37  Bye  6-2  

  秋吉 慶太郎  

38 福徳学院高校 秋吉 慶太郎   

   大土 蒼太

39 大分東明高校 池島 輝  6-2  

 大土 蒼太  

40 大分鶴崎高校 大土 蒼太 6-0   

   大野 琢実

41 別府鶴見丘高校 大塚 新理  7-5  

 大塚 新理  

42 大分鶴崎高校 桑水 翔音 6-1   

   大塚 新理

43 福徳学院高校 土田 海琉  6-1  

  土田 海琉  

44  Bye   

   沼口 昇永

45  Bye  7-5  

  宇戸田 颯太  

46 日本文理大学附属高校 宇戸田 颯太   

   沼口 昇永

47  Bye  6-0  

  沼口 昇永  

48 大分舞鶴高校 沼口 昇永   

   福森 功一郎

49 大分鶴崎高校 川邉 一真  6-2  

  川邉 一真  

50  Bye   

   川邉 一真

51 別府翔青高校 池辺 聖人  6-0  

 池辺 聖人  

52 別府鶴見丘高校 村上 凛斗 6-0   

   川邉 一真

53  Bye  6-2  

  髙田 貫太  

54 大分東明高校 髙田 貫太   

   本田 章悟

55 別府鶴見丘高校 本田 章悟  6-1  

 本田 章悟  

56 大分鶴崎高校 光成 晴 6-0   

   福森 功一郎

57 中津北高校 穴瀬 大翔  6-3  

 穴瀬 大翔  

58 大分東明高校 大津 佑太 6-1   

   粟村 秀音

59 別府鶴見丘高校 粟村 秀音  6-3  

  粟村 秀音  

60  Bye   

   福森 功一郎

61 大分鶴崎高校 用正 泰雅  6-3  

 用正 泰雅  

62 鶴崎工業高校 後藤 那知 6-0   

   福森 功一郎

63  Bye  6-4  

  福森 功一郎  

64 大分舞鶴高校 福森 功一郎   
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65 大分舞鶴高校 髙田 快   

  髙田 快  

66  Bye   

   髙田 快

67 福徳学院高校 寺岡 正太郎  6-1  

 寺岡 正太郎  

68 大分鶴崎高校 小林 郁哉 6-0   

   髙田 快

69  Bye  6-0  

  児玉 遼汰  

70 日本文理大学附属高校 児玉 遼汰   

   宮村 佳廉

71 大分東明高校 宮村 佳廉  6-3  

 宮村 佳廉  

72 鶴崎工業高校 武下 翔大 6-0   

   髙田 快

73 福徳学院高校 衛藤 虎童  6-2  

 指原 雅紀  

74 大分鶴崎高校 指原 雅紀 6-3   

   指原 雅紀

75 別府鶴見丘高校 竹中 徹  6-1  

  竹中 徹  

76  Bye   

   中島 大和

77  Bye  6-0  

  山下 海人  

78 別府鶴見丘高校 山下 海人   

   中島 大和

79  Bye  6-0  

  中島 大和  

80 大分鶴崎高校 中島 大和   

   冨田 竜誠

81 大分鶴崎高校 境 伶真  6-4  

  境 伶真  

82  Bye   

   境 伶真

83 鶴崎工業高校 木村 昌馬  6-0  

 木村 昌馬  

84 ロケーション 豊田 亮太 w.o.  

   境 伶真

85 福徳学院高校 角町 和真  6-3  

 村島 颯天  

86 別府鶴見丘高校 村島 颯天 6-1   

   村島 颯天

87  Bye  6-2  

  平田 雅樹  

88 別府翔青高校 平田 雅樹   

   冨田 竜誠

89 鶴崎工業高校 川﨑 健翔  6-3  

 虎岡 冴珀  

90 大分東明高校 虎岡 冴珀 6-3   

   二宮 煌太

91 大分舞鶴高校 二宮 煌太  6-0  

  二宮 煌太  

92  Bye   

   冨田 竜誠

93 大分鶴崎高校 濱野 太輔  6-2  

 寺山 航平  

94 別府翔青高校 寺山 航平 6-3   

   冨田 竜誠

95  Bye  6-2  

  冨田 竜誠  

96 大分舞鶴高校 冨田 竜誠   
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97 大分舞鶴高校 川上 慶槇   

  川上 慶槇  

98  Bye   

   川上 慶槇

99 大分東明高校 清水 颯太  6-0  

 清水 颯太  

100 別府鶴見丘高校 佐藤 雄貴 6-1   

   川上 慶槇

101  Bye  6-0  

  鳴海 拓也  

102 大分高校 鳴海 拓也   

   黒木 大誠

103  Bye  6-4  

  黒木 大誠  

104 鶴崎工業高校 黒木 大誠   

   川上 慶槇

105 福徳学院高校 角町 和弘  6-1  

  角町 和弘  

106  Bye   

   角町 和弘

107 大分鶴崎高校 佐藤 謙成  6-1  

 佐藤 謙成  

108 大分東明高校 荒木 優大 6-2   

   髙見 直良

109 ラフ大分 宮本 英門  6-1  

 和泉 直樹  

110 大分鶴崎高校 和泉 直樹 6-3   

   髙見 直良

111  Bye  6-2  

  髙見 直良  

112 別府鶴見丘高校 髙見 直良   

   川上 慶槇

113 大分工業高校 安部 隼矢  6-0  

  安部 隼矢  

114  Bye   

   安部 隼矢

115 福徳学院高校 池部 碧飛  6-1  

 池部 碧飛  

116 別府鶴見丘高校 田邉 翔馬 6-0   

   安部 隼矢

117 別府翔青高校 矢野 青空  6-3  

 新納 勇志  

118 TIP 新納 勇志 6-2   

   新納 勇志

119  Bye  6-0  

  久保田 創史  

120 大分高校 久保田 創史   

   齋藤 樹市

121 別府翔青高校 大鱗 成龍  6-3  

 大鱗 成龍  

122 大分東明高校 水上 太晴 w.o.  

   大鱗 成龍

123 大分鶴崎高校 草場 裕貴  w.o. 

  草場 裕貴  

124  Bye   

   齋藤 樹市

125 大分鶴崎高校 髙橋 容一郎  6-0  

 髙橋 容一郎  

126 別府鶴見丘高校 茂山 太郎 6-1   

   齋藤 樹市

127  Bye  6-0  

  齋藤 樹市  

128 大分舞鶴高校 齋藤 樹市  


