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所属団体 Round 1 Round 2
Quarterfinal
s Semifinals Final 勝者

大分⻄中学校 中川 雅紀
1 大分⻄中学校 豊留 輝 中川 雅紀 順位 3-4 久保 蒼志

  豊留 輝 江口 大翔 久保 蒼志
2  Bye  中川 雅紀 執⾏ 啓太 江口 大翔 

大東中学校 山本 央太  豊留 輝 松村 若将 6-4  
3 大東中学校 ⻄尾 蓮⼼ 中嶋 航大 6-0  

大分豊府中学校 中嶋 航大 本多 隼人  
4 大分豊府中学校 本多 隼人 6-2  中川 雅紀

中津緑ヶ丘中学校 松本 尚馬  豊留 輝 
5 中津緑ヶ丘中学校 銅城 壮太 佐藤 穂 6-2  

大分豊府中学校 佐藤 穂 ⽴川 凌太郎  
6 大分豊府中学校 ⽴川 凌太郎 6-0  岩永 晃一

滝尾中学校 千島 優槻  池部 泉隼
7 滝尾中学校 古庄 怜央 岩永 晃一 6-2  

南大分中学校 岩永 晃一 池部 泉隼  
8 南大分中学校 池部 泉隼 6-1  中川 雅紀

上野ヶ丘中学校 久保 蒼志  豊留 輝 
9 上野ヶ丘中学校 江口 大翔 久保 蒼志 6-3  

王子中学校 牧 晃太郎 江口 大翔  
10 王子中学校 石井 達己 6-1  久保 蒼志

大分豊府中学校 三浦 響  江口 大翔
11 大分豊府中学校 山口 敦詩 石井 智将 6-0  

中部中学校 石井 智将 谷口 紀明  
12 中部中学校 谷口 紀明 6-0  久保 蒼志

大分豊府中学校 塩⽉ 晶登  江口 大翔
13 大分豊府中学校 浅田 大嘉 帆⽟ 理人 6-2  

大東中学校 帆⽟ 理人 有川 遼  
14 大東中学校 有川 遼 6-0  梶谷 颯

大分豊府中学校 宮﨑 潤  池邉 鷹翔 
15 大分豊府中学校 ⼩⽶良 明希 梶谷 颯 [7] 6-4  

明野中学校 梶谷 颯  池邉 鷹翔  
16 明野中学校 池邉 鷹翔 6-2  中川 雅紀

宗近中学校 末弘 宙煌  豊留 輝 
17 宗近中学校 甲斐 恭護 末弘 宙煌 6-2  

明豊中学校 坂本 蒼哉 甲斐 恭護  
18 明豊中学校 村岡 叶琉 w.o. 綾部 諒

大分豊府中学校 播磨 諒一  首藤 慶 
19 大分豊府中学校 竹村 倭 綾部 諒 6-2  

大東中学校 綾部 諒 首藤 慶  
20 大東中学校 首藤 慶 6-1  執⾏ 啓太

王子中学校 岩坂 璃空  松村 若将 
21 王子中学校 高野 航 岩坂 璃空 6-2  

大分豊府中学校 松岡 晴太 高野 航  
22 大分豊府中学校 蒲原 康平 7-6(5)  執⾏ 啓太

明野中学校 吉野 友貴  松村 若将 
23 明野中学校 堀 琢真 執⾏ 啓太 6-1  

滝尾中学校 執⾏ 啓太 松村 若将  
24 滝尾中学校 松村 若将 6-0  佐藤 勇輝

大東中学校 前田 琥太郎  水野 登琶 
25 大東中学校 甲斐 翔流 前田 琥太郎 6-2  

明野中学校 坂井 康平 甲斐 翔流  
26 明野中学校 ⼩淵 耀介 6-3  前田 琥太郎

大分豊府中学校 河野 仁  甲斐 翔流 
27 大分豊府中学校 田中 秀一 河野 仁 6-1  

宗近中学校 工藤 蒼士 田中 秀一  
28 宗近中学校 本田 直大 6-3  佐藤 勇輝

大東中学校 松原 寛太  水野 登琶 
29 大東中学校 林 拓史 松原 寛太 6-0  

大分豊府中学校 ⽇比生 涼平 林 拓史  
30 大分豊府中学校 末廣 藍士 6-1  佐藤 勇輝

   水野 登琶 
31  Bye 佐藤 勇輝 6-0  

中部中学校 佐藤 勇輝 水野 登琶  
32 中部中学校 水野 登琶  


