
実 施 日 ：
実施場所： 鹿児島アリーナ弓道場

○　級位
三級 2 人
二級 10 人
一級 84 人

段位 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部
船川 琢磨 鹿児島 緒方 堅伍 鹿児島 水流 ゆうこ 鹿児島 飯山 敦司 鹿児島

福永 悠夏 鹿児島 吉留 璃音 鹿児島 今村 沙弥香 鹿児島 菰方 彩夏 鹿児島

上京田 翔之 鹿児島 今村 愛香 鹿児島 篠原 琴美 鹿児島 水之浦 宗一郎 鹿児島

上田 怜奈 鹿児島 坂本 龍弥 鹿児島 川上 咲絵 鹿児島 河野 恵子 鹿児島

古江 瑠夏 鹿児島 稲森 隆浩 鹿児島 日高 尊 鹿児島 福留 麗乃 指宿

尾曲 唯菜 鹿児島 大勝 晴斗 鹿児島 白浜 侑莉 鹿児島 重山 みのり 姶良

里中 志帆 鹿児島 良井 七歌 鹿児島 堀之内 莉奈 鹿児島 福重 旺良 姶良

下迫 桜綺 鹿児島 宇住庵 薫 鹿児島 山口 玲 鹿児島 井澤 綾那 姶良

八木原 香織 鹿児島 瀬戸山 摩樹 鹿児島 地頭薗 心 鹿児島 古川 佳世 姶良

宮永 理央 鹿児島 冨久 仁美 鹿児島 橋本 弥奈 鹿児島 吉村 優斗 姶良

山川 玲於 鹿児島 馬渡 佳菜 鹿児島 櫨山 櫻 鹿児島 黒江 敦智 姶良

末藤 巳旺 鹿児島 杜山 健太郎 鹿児島 江口 皓 鹿児島 小正 瑞己 姶良

新福 晃人 鹿児島 山角 優莉加 鹿児島 坂元 彩乃 鹿児島 野妻 万朋乃 霧島

瀬戸山 直史 鹿児島 財間 美羽 鹿児島 辻 彩乃 鹿児島 赤塚 美海 霧島

薬師寺 恵哉 鹿児島

酒匂 将臣 鹿児島 芝原 あかり 鹿児島 森山 智恵美 鹿児島 石原 節子 鹿児島

福留 夏葵 鹿児島 細井 美那 鹿児島 前田 佳恵 鹿児島 豊島 恵里 鹿児島

吉野 奏音 鹿児島 礒永 航誠 鹿児島 國生 文代 鹿児島 岩本 満 鹿児島

牛島 颯希 鹿児島 大川 祐佳 鹿児島 野元 幸浮 鹿児島 福永 晏菜 指宿

吉田 真矢 鹿児島 喜田 彩子 鹿児島 黒木 孝一 鹿児島 上野 千里 姶良

阿多 萌李 鹿児島 前田 順美 鹿児島 松下 則子 鹿児島 難波 優 姶良

川東 史佳 鹿児島 浦口 智帆 鹿児島 岡 健二 鹿児島 福永 あいし 霧島

宮田 優 鹿児島

加治 昭雄 西ノ園 剛末吉 澄隆四段 鹿児島 鹿児島 姶良

参段

平成27年9月22日
鹿児島秋季審査（段・級の部）結果

初段

弐段

大久保 椎称 鹿児島 末川 眞澄 鹿児島 大山 剛平 鹿児島


