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1 稙田南中学校 濵田 哲芯  濵田 哲芯

  濵田 哲芯  濵田 哲芯

2  Bye   豊留 輝 6-1   

   濵田 哲芯  濵田 哲芯

3 南大分中学校 岩永 晃一  6-1  水野 登琶  6-3  

 岩永 晃一  川原 功聖  

4 大分豊府中学校 松岡 晴太 6-0   川原 功聖 6-3  

   濵田 哲芯

5 判田中学校 溝部 佳月  6-2  順位 3-4 豊留 輝  

 溝部 佳月   豊留 輝

6 河内中学校 松下 竜雅 6-0   水野 登琶 w.o. 

   溝部 佳月

7 大東中学校 岩本 侑大  6-4  

 岩本 侑大  

8 城東中学校 上西 柊空 6-1   

   濵田 哲芯

9 鶴谷中学校 衛藤 健臣  6-1  

 衛藤 健臣  

10 城東中学校 早川 漣 6-1   

   衛藤 健臣

11 明野中学校 金子 虎太郎  6-2  

 表谷 優祐  

12 碩田学園中学校 表谷 優祐 6-0   

   衛藤 健臣

13 大東中学校 川野 颯真  7-6(6)  

 藤田 智久  

14 大分豊府中学校 藤田 智久 6-0   

   二村 蒼

15 賀来中学校 福光 健翔  6-0  

 二村 蒼  

16 大在中学校 二村 蒼 6-0   

   濵田 哲芯

17 大分大学教育学部附属中学校 佐藤 芳紀  6-3  

 佐藤 芳紀  

18 明野中学校 中村 叶多 6-0   

   佐藤 芳紀

19 朝日中学校 菅野 大翔  6-0  

 菅野 大翔  

20 大東中学校 甲斐 翔流 6-1   

   佐藤 芳紀

21 明野中学校 佐々木 彩杜  6-0  

 立川 凌太郎  

22 大分豊府中学校 立川 凌太郎 6-0   

   立川 凌太郎

23 大東中学校 岩崎 僚  6-1  

 大久保 優志  

24 判田中学校 大久保 優志 6-2   

   福永 啓介

25 大分豊府中学校 能丸 拓翔  6-1  

 仲村 偉扶生  

26 別府西中学校 仲村 偉扶生 6-0   

   江口 航平

27 上野ヶ丘中学校 江口 航平  6-4  

 江口 航平  

28 向陽中学校 谷口 修悟 6-0   

   福永 啓介

29 王子中学校 高野 航  6-1  

 高野 航  

30 大東中学校 伊藤 礼恩 6-0   

   福永 啓介

31  Bye  6-0  

  福永 啓介  

32 宗近中学校 福永 啓介   
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33 王子中学校 北郷 蓮人   

  北郷 蓮人  

34  Bye   

   北郷 蓮人

35 明野中学校 髙野 翔遥  6-0  

 髙野 翔遥  

36 大東中学校 川野 蒼空 6-3   

   北郷 蓮人

37 大分豊府中学校 那波 優介  6-0  

 村上 大河  

38 大在中学校 村上 大河 6-0   

   村上 大河

39 大東中学校 北山 昊樹  6-0  

 北山 昊樹  

40 杵築中学校 松井 淳惺 7-6(6)   

   植松 宏太

41 明野中学校 池邉 鷹翔  6-4  

 池邉 鷹翔  

42 大分西中学校 岡部 凌久 6-3   

   池邉 鷹翔

43 青山中学校 藤原 朝陽  6-3  

 藤原 朝陽  

44 豊陽中学校 堀田 千陽 6-1   

   植松 宏太

45 明野中学校 坂井 康平  6-0  

 坂井 康平  

46 大東中学校 帆玉 理人 6-4   

   植松 宏太

47 鶴崎中学校 後藤 蓮翔  6-0  

 植松 宏太  

48 王子中学校 植松 宏太 w.o.  

   豊留 輝

49 上野ヶ丘中学校 櫻井 真  6-2  

 櫻井 真  

50 王子中学校 吉良 佳太 6-0   

   櫻井 真

51 城東中学校 河野 優夢  6-4  

 竹田 舷希  

52 大東中学校 竹田 舷希 6-1   

   櫻井 真

53 豊陽中学校 峯 孝太郎  6-0  

 峯 孝太郎  

54 大東中学校 木村 陽介 7-6(1)   

   衞藤 歩紀

55 南大分中学校 衞藤 歩紀  6-0  

 衞藤 歩紀  

56 中津緑ヶ丘中学校 石塔 弘一 6-1   

   豊留 輝

57 大分豊府中学校 佐藤 穂  6-3  

 林 拓史  

58 大東中学校 林 拓史 6-0   

   井上 連太朗

59 大分豊府中学校 井上 連太朗  6-1  

 井上 連太朗  

60 城東中学校 梶本 強真 6-1   

   豊留 輝

61 大分豊府中学校 柚木 壱太  6-0  

 下青木 祐弥  

62 滝尾中学校 下青木 祐弥 6-2   

   豊留 輝

63  Bye  6-0  

  豊留 輝  

64 大分西中学校 豊留 輝   
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65 大東中学校 吉永 千恩   

  吉永 千恩  

66  Bye   

   吉永 千恩

67 賀来中学校 財津 慧吾  6-1  

 渡辺 悠真  

68 王子中学校 渡辺 悠真 6-0   

   吉永 千恩

69 鶴崎中学校 西岡 佑斗  6-1  

 宮﨑 翔  

70 大分豊府中学校 宮﨑 翔 w.o.  

   佐藤 頼輝

71 明野中学校 佐藤 頼輝  7-5  

 佐藤 頼輝  

72 宗近中学校 末弘 宙煌 6-0   

   水野 登琶

73 東山中学校 栃原 海  6-2  

 栃原 海  

74 中津緑ヶ丘中学校 銅城 壮太 6-0   

   甲斐 恭護

75 別府西中学校 酒井 白翔  6-1  

 甲斐 恭護  

76 宗近中学校 甲斐 恭護 6-1   

   水野 登琶

77 大分豊府中学校 森 碧輝  6-1  

 森 碧輝  

78 大東中学校 木梨 史也 6-0   

   水野 登琶

79 別府西中学校 金村 悠希  6-0  

 水野 登琶  

80 中部中学校 水野 登琶 6-0   

   水野 登琶

81 滝尾中学校 関谷 凪音  6-3  

 関谷 凪音  

82 中部中学校 冨田 悠翔 6-3   

   関谷 凪音

83 大分西中学校 後藤 雅史  6-4  

 後藤 雅史  

84 明野中学校 梶谷 颯 7-5   

   関谷 凪音

85 大東中学校 渡辺 恭太  6-2  

 渡辺 恭太  

86 稙田南中学校 田中 陵 6-1   

   渡辺 恭太

87 宗近中学校 和田 琥壱  6-1  

 岩男 朋幸  

88 大分西中学校 岩男 朋幸 6-2   

   三重野 昊祐

89 臼杵西中学校 高野 直人  6-1  

 前田 晴都  

90 明野中学校 前田 晴都 6-1   

   丸茂 潤之介

91 大東中学校 岡部 拓真  6-1  

 丸茂 潤之介  

92 大分西中学校 丸茂 潤之介 6-3   

   三重野 昊祐

93 朝日中学校 川原 仁  6-2  

 川原 仁  

94 大分豊府中学校 千代田 和真 6-1   

   三重野 昊祐

95  Bye  6-0  

  三重野 昊祐  

96 挾間中学校 三重野 昊祐   
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97 青山中学校 吉岡 慶大   

  吉岡 慶大  

98  Bye   

   吉岡 慶大

99 大東中学校 有川 遼  6-0  

 安藤 帆史  

100 中津緑ヶ丘中学校 安藤 帆史 7-6   

   吉岡 慶大

101 大東中学校 山形 和輝  6-0  

 吉野 友貴  

102 明野中学校 吉野 友貴 6-0   

   吉野 友貴

103 宗近中学校 本田 直大  6-3  

 本田 直大  

104 大在中学校 井上 稔己 w.o.  

   吉岡 慶大

105 大東中学校 益戸 凛透  7-6(3)  

 益戸 凛透  

106 大分西中学校 河野 優誠 6-0   

   佐藤 宏太

107 明野中学校 堀 琢真  6-0  

 佐藤 宏太  

108 中部中学校 佐藤 宏太 6-1   

   佐藤 宏太

109 大分豊府中学校 竹村 倭  7-6(5)  

 山本 一翔  

110 鶴見台中学校 山本 一翔 6-2   

   中川 雅紀

111 大東中学校 首藤 慶  6-0  

 中川 雅紀  

112 大分西中学校 中川 雅紀 w.o.  

   川原 功聖

113 明野中学校 藏本 大知  6-0  

 藏本 大知  

114 鶴崎中学校 中村 悠也 6-0   

   藏本 大知

115 中津緑ヶ丘中学校 松本 尚馬  6-1  

 長野 皇士朗  

116 朝日中学校 長野 皇士朗 6-2   

   藏本 大知

117 野津原中学校 赤星 司  6-2  

 赤星 司  

118 明野中学校 晴 航輝 6-0   

   金原 利空

119 鶴見台中学校 金原 利空  7-5  

 金原 利空  

120 大東中学校 假屋 拓人 6-3   

   川原 功聖

121 王子中学校 安松 佑眞  6-3  

 安松 佑眞  

122 大分豊府中学校 蒲原 康平 6-1   

   安松 佑眞

123 臼杵西中学校 亀井 人輪  7-6(7)  

 亀井 人輪  

124 津久見第二中学校 鳥越 公輔 6-3   

   川原 功聖

125 明野中学校 小淵 耀介  6-0  

 小淵 耀介  

126 大東中学校 松原 寛太 6-1   

   川原 功聖

127  Bye  6-0  

  川原 功聖  

128 大分西中学校 川原 功聖  


