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所属団体 Round 1 Round 2 Quarterfinals Semifinals Final 勝者 

大分西中学校 川原 功聖

1 大分西中学校 豊留 輝 川原 功聖

  豊留 輝 

2  Bye  川原 功聖

大東中学校 岡部 拓真  豊留 輝 

3 大東中学校 渡辺 恭太 岡部 拓真 6-0  

大分豊府中学校 秦 大知 渡辺 恭太  

4 大分豊府中学校 能丸 拓翔 6-1  川原 功聖

明豊中学校 津留 蒼生  豊留 輝 

5 明豊中学校 西村 玲音 吉永 千恩 6-4  

大東中学校 吉永 千恩 岩本 侑大  

6 大東中学校 岩本 侑大 6-0  吉永 千恩

賀来中学校 福光 健翔  岩本 侑大

7 賀来中学校 財津 慧吾 佐藤 頼輝 6-3  

明野中学校 佐藤 頼輝 藏本 大知  

8 明野中学校 藏本 大知 6-0  川原 功聖

宗近中学校 甲斐 恭護  豊留 輝 

9 宗近中学校 福永 啓介 甲斐 恭護 6-3  

  福永 啓介  

10  Bye  甲斐 恭護

臼杵西中学校 亀井 人輪  福永 啓介 

11 臼杵西中学校 高野 直人 二村 蒼 6-4  

大在中学校 二村 蒼 村上 大河  

12 大在中学校 村上 大河 6-2  甲斐 恭護

中津緑ヶ丘中学校 安藤 帆史  福永 啓介 

13 中津緑ヶ丘中学校 石塔 弘一 安藤 帆史 6-2  

豊陽中学校 堀田 千陽 石塔 弘一  

14 豊陽中学校 峯 孝太郎 6-3  益戸 凛透

滝尾中学校 下青木 祐弥  竹田 舷希 

15 滝尾中学校 皮野 悠翔 益戸 凛透 6-1  

大東中学校 益戸 凛透 竹田 舷希  

16 大東中学校 竹田 舷希 6-0  川原 功聖

大分西中学校 中川 雅紀  豊留 輝 

17 大分西中学校 丸茂 潤之介 中川 雅紀 6-3  

大東中学校 山形 和輝 丸茂 潤之介  

18 大東中学校 首藤 慶 w.o. 中川 雅紀

王子中学校 吉良 佳太  丸茂 潤之介 

19 王子中学校 安松 佑眞 吉良 佳太 6-0  

明豊中学校 中原 春起 安松 佑眞  

20 明豊中学校 堀 晃一朗 6-0  中川 雅紀

別府西中学校 仲村 偉扶生  丸茂 潤之介 

21 別府西中学校 酒井 白翔 仲村 偉扶生 6-1  

大東中学校 有川 遼 酒井 白翔  

22 大東中学校 林 拓史 6-0  櫻井 真

   江口 航平 

23  Bye 櫻井 真 6-3  

上野ヶ丘中学校 櫻井 真 江口 航平  

24 上野ヶ丘中学校 江口 航平  北郷 蓮人

中部中学校 冨田 悠翔  植松 宏太 

25 中部中学校 水野 登琶 冨田 悠翔 6-3  

明野中学校 前田 晴都 水野 登琶  

26 明野中学校 梶谷 颯 6-1  冨田 悠翔

中津緑ヶ丘中学校 松本 尚馬  水野 登琶 

27 中津緑ヶ丘中学校 銅城 壮太 岩永 晃一 6-0  

南大分中学校 岩永 晃一 衞藤 歩紀  

28 南大分中学校 衞藤 歩紀 6-0  北郷 蓮人

大東中学校 帆玉 理人  植松 宏太 

29 大東中学校 松原 寛太 帆玉 理人 6-4  

大分豊府中学校 蒲原 康平 松原 寛太  

30 大分豊府中学校 那波 優介 6-3  北郷 蓮人

   植松 宏太 順位 3-4 

31  Bye 北郷 蓮人 6-0  甲斐 恭護

王子中学校 北郷 蓮人 植松 宏太  福永 啓介 甲斐 恭護

32 王子中学校 植松 宏太  中川 雅紀 福永 啓介 

  丸茂 潤之介 6-4  


