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所属団体 Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinals Semifinals Final 勝者

朝日中学校 川原 仁 福永 啓介

1 朝日中学校 松尾 匠翔 川原 仁 Final 豊田 亮太 中村 真

  松尾 匠翔 中村 真 藤田 一颯

2  Bye 1  川原 仁 藤田 一颯 6-2

滝尾中学校 堤 颯太  松尾 匠翔  

3 滝尾中学校 森 千翔 荒巻 吉大 6-2  川原 仁

大東中学校 荒巻 吉大 麻生 佳南太  順位 3-4 松尾 匠翔 永山 颯真

4 大東中学校 麻生 佳南太 6-2  川原 仁 永山 颯真 渡邊 鋭門

大東中学校 假屋 拓人  松尾 匠翔 渡邊 鋭門 6-2

5 大東中学校 渡辺 恭太 假屋 拓人 6-1  

大分豊府中学校 稙田 陽翔 渡辺 恭太  

6 大分豊府中学校 赤城 史弥 6-2  佐藤 頼輝

   藏本 大知

7  Bye 15 佐藤 頼輝 6-2  

明野中学校 佐藤 頼輝 藏本 大知  

8 明野中学校 藏本 大知  川原 仁

王子中学校 加藤 悠綺  松尾 匠翔

9 王子中学校 油布 航 加藤 悠綺 6-2

  油布 航  

10  Bye 9  加藤 悠綺

野津原中学校 中村 一稀  油布 航

11 野津原中学校 内藤 彰哉 小田巻 海飛 6-1  

大東中学校 小田巻 海飛 牧 夢斗  

12 大東中学校 牧 夢斗 6-1  加藤 悠綺

岩田中学校 二ノ宮 雅哉  油布 航

13 岩田中学校 雨宮 眞斗 増井 想士 6-2

山の手中学校 増井 想士 橋爪 諒雅  

14 山の手中学校 橋爪 諒雅 6-0  新納 勇志

   栃原 海

15  Bye 7 新納 勇志 6-2  

東山中学校 新納 勇志 栃原 海  

16 東山中学校 栃原 海  福永 啓介

大分西中学校 川原 功聖  豊田 亮太

17 大分西中学校 後藤 雅史 川原 功聖 6-0

  後藤 雅史  

18  Bye 3  川原 功聖

南大分中学校 今井 翔太  後藤 雅史

19 南大分中学校 衞藤 歩紀 今井 翔太 6-1  

明野中学校 大野 拓海 衞藤 歩紀  

20 明野中学校 池邉 太鷹 6-2  川原 功聖

   後藤 雅史

21  Bye 20 井嶋 智也 6-0

臼杵西中学校 井嶋 智也 草場 友成  

22 臼杵西中学校 草場 友成  奥村 京冬

   甲斐 広睦

23  Bye 13 奥村 京冬 7-6(4)  

大東中学校 奥村 京冬 甲斐 広睦  

24 大東中学校 甲斐 広睦  福永 啓介

中部中学校 佐藤 宏太  豊田 亮太

25 中部中学校 遠入 暁兜 佐藤 宏太 6-2

  遠入 暁兜  

26  Bye 11  佐藤 宏太

滝尾中学校 木下 凌空  遠入 暁兜

27 滝尾中学校 豊福 晃生 木下 凌空 6-1  

王子中学校 友永 颯汰 豊福 晃生  

28 王子中学校 小野 海知 6-0  福永 啓介

青山中学校 入江 貴仁  豊田 亮太

29 青山中学校 野村 新 岡部 拓真 6-1

大東中学校 岡部 拓真 益戸 凛透  

30 大東中学校 益戸 凛透 7-5  福永 啓介

   豊田 亮太

31  Bye 5 福永 啓介 6-0  

宗近中学校 福永 啓介 豊田 亮太  

32 宗近中学校 豊田 亮太   
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南大分中学校 永山 颯真   

33 南大分中学校 渡邊 鋭門 永山 颯真  

  渡邊 鋭門  

34  Bye 6  永山 颯真

岩田中学校 二ノ宮 慶吾  渡邊 鋭門

35 岩田中学校 高 悠介 楳木 大登 7-6(1)  

滝尾中学校 楳木 大登 関谷 凪音  

36 滝尾中学校 関谷 凪音 6-3  永山 颯真

王子中学校 吉良 佳太  渡邊 鋭門

37 王子中学校 安松 佑眞 吉良 佳太 6-3

臼杵西中学校 安東 夏基 安松 佑眞  

38 臼杵西中学校 高野 直人 6-0  吉永 千恩

   清松 拓也

39  Bye 12 吉永 千恩 6-0  

大東中学校 吉永 千恩 清松 拓也  

40 大東中学校 清松 拓也  永山 颯真

上野ヶ丘中学校 櫻井 真  渡邊 鋭門

41 上野ヶ丘中学校 石川 叶人 櫻井 真 6-4

  石川 叶人  

42  Bye 14  櫻井 真

王子中学校 濱嵜 史哉  石川 叶人

43 王子中学校 谷口 泰平 濱嵜 史哉 7-5  

山の手中学校 梶原 晴登 谷口 泰平  

44 山の手中学校 薗部 泰人 6-4  櫻井 真

   石川 叶人

45  Bye 30 小田 澄海 6-1

大東中学校 小田 澄海 藤内 翔平  

46 大東中学校 藤内 翔平  濵田 哲芯

   田中 陵

47  Bye 4 濵田 哲芯 6-1  

稙田南中学校 濵田 哲芯 田中 陵  

48 稙田南中学校 田中 陵  中村 真

青山中学校 吉岡 慶大  藤田 一颯

49 青山中学校 桑原 泰 吉岡 慶大 7-6(2)

  桑原 泰  

50  Bye 8  吉岡 慶大

滝尾中学校 下青木 祐弥  桑原 泰

51 滝尾中学校 皮野 悠翔 山﨑 颯介 6-0  

臼杵西中学校 山﨑 颯介 渡辺 寛生  

52 臼杵西中学校 渡辺 寛生 6-0  中村 真

大東中学校 岩本 侑大  藤田 一颯

53 大東中学校 竹田 舷希 岩本 侑大 6-4

王子中学校 丸山 大輝 竹田 舷希  

54 王子中学校 小野 幹人 6-3  中村 真

   藤田 一颯

55  Bye 10 中村 真 6-0  

明野中学校 中村 真 藤田 一颯  

56 明野中学校 藤田 一颯  中村 真

鶴見台中学校 村島 悠雅  藤田 一颯

57 鶴見台中学校 金原 利空 村島 悠雅 6-2

  金原 利空  

58  Bye 16  村島 悠雅

大分豊府中学校 池田 慎吾  金原 利空

59 大分豊府中学校 田部 琳太郎 塩地 丸世 6-1  

大在中学校 塩地 丸世 村上 大河  

60 大在中学校 村上 大河 6-1  北郷 蓮人

鶴崎中学校 安部 雄稀  植松 宏太

61 鶴崎中学校 疋田 翔太 永井 春希 6-2

大東中学校 永井 春希 長野 宇誠  

62 大東中学校 長野 宇誠 6-1  北郷 蓮人

   植松 宏太

63  Bye 2 北郷 蓮人 6-1  

王子中学校 北郷 蓮人 植松 宏太  

64 王子中学校 植松 宏太  


