
実 施 日 ：
実施場所： 鹿児島アリーナ弓道場

○　級位
二級 6 人
一級 89 人

段位 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部
尚 祐衣 鹿児島 島木 愛莉 鹿児島 栫 明宏 鹿児島 岩﨑 愛華 姶良

山本 千愛 鹿児島 黒瀬 美希奈 鹿児島 原 広徳 鹿児島 藤井 祐輔 姶良

堀内 彩夏 鹿児島 池之上 彩香 鹿児島 吉川 功一 鹿児島 小屋敷 りお 姶良

山口 若菜 鹿児島 平 楓 鹿児島 船渡 啓介 鹿児島 鷹木 真衣 姶良

本田 宗一郎 鹿児島 髙田 亜美 鹿児島 新本 寛人 鹿児島 柿元 伽月 姶良

一松 夕凪 鹿児島 萱嶋 美月 鹿児島 川﨑 瑞希 鹿児島 下髙牧 美里 姶良

柳原 亮太 鹿児島 中畠 香織 鹿児島 大嶺 晴菜 鹿児島 廣庭 果子 姶良

早田 真子 鹿児島 酒匂 啓成 鹿児島 松﨑 智也 鹿児島 松本 莉奈 姶良

有村 寛太 鹿児島 大久保 朱音 鹿児島 畑鳥 由紀子 鹿児島 昇 律佐子 姶良

下田代 大介 鹿児島 桑原 瑞月 鹿児島 山下 愛理 鹿児島 久木田 和海 姶良

上城 ゆうか 鹿児島 大嶋 ヒロト 鹿児島 碇山 信太朗 鹿児島 織田 裕光 姶良

米田 海豊 鹿児島 大山 滉平 鹿児島 宇都口 城 鹿児島 井川 楓 姶良

森 光平 鹿児島 寺原 汐梨 鹿児島 上野 綾音 鹿児島 上野 千里 姶良

吉田 龍之介 鹿児島 畑鳥 紗梨菜 鹿児島 内 七夏海 鹿児島 中村 夏樹 姶良

松本 美緒 鹿児島 中野 優理香 鹿児島 大土橋 蛍 鹿児島 平田 睦 姶良

有川 琴乃 鹿児島 竹下 委花 鹿児島 松元 仁志 鹿児島 古久保 和馬 姶良

白樂 千晴 鹿児島 松下 七海 鹿児島 原田 梨花 鹿児島 山口 哲平 姶良

松崎 夏美 鹿児島 久津輪 健介 鹿児島 坂元 隆太郎 鹿児島 中西 瑞稀 霧島

児玉 龍紀 鹿児島 別府 朋佳 鹿児島 森山 智恵美 鹿児島 久保 雅暉 霧島

山元 健史 鹿児島 小林 海輝 鹿児島 前田 佳恵 鹿児島 逆瀬川 直人 霧島

水口 夏実 鹿児島 稲葉 尚樹 鹿児島 甲斐 まち子 鹿児島 山村 英紀 霧島

伊東 璃玖 鹿児島 田原迫 陽和 鹿児島 鮫島 美奈子 鹿児島 池田 遥香 霧島

早田 遥香 鹿児島 森山 彩海 鹿児島 田之畑 楓太 指宿 楠木 あみ 霧島

外山 莉奈 鹿児島 吉冨 就 鹿児島 福村 真彩 指宿 前畠 健吾 霧島

梅下 葵 鹿児島 牛島 颯希 鹿児島 福永 晏菜 指宿 内谷 彩夏 霧島

宮路 あかり 鹿児島 橋口 明日奈 鹿児島 徳留 史織 指宿 木場 大耀 霧島

森園 春月 鹿児島 兒玉 匠之介 鹿児島 小宮 青空 南薩 岩﨑 愛海 霧島

立石 大翔 鹿児島 畠中 麻里奈 鹿児島 大隣 里桜 南薩 大宮司 光佑 霧島

谷口 翔香 鹿児島 中村 謙介 鹿児島 名越 麗央 南薩 髙風聞 啓太 霧島

酒匂 琉真 鹿児島 鈴 響輝 鹿児島 永井 駿太 南さつま 池之 智子 霧島

濱﨑 尚希 鹿児島 赤石 夏輝 鹿児島 福ケ迫 えりか 南さつま 内野 夏海 霧島

谷口 美羽 鹿児島 脇 晃太 鹿児島 大庭 唯寿美 日置 重田 勇人 霧島

増永 あい 鹿児島 井之口 春菜 鹿児島 岡村 優那 日置 濱﨑 遼大 霧島

齊藤 萌奈 鹿児島 山下 奈桜 鹿児島 濵島 伊公子 姶良 老谷 元志 霧島

山田 碧 鹿児島 西 紗代 鹿児島 田中 龍一 姶良 上福元 大樹 霧島

山口 一馬 鹿児島 基 朝美 鹿児島 壹岐 雄翔 姶良 岩重 諒 霧島

丸山 聖矢 鹿児島 吉野 奏音 鹿児島 横山 日菜乃 姶良 中俣 友華 鹿屋

福岡 一紗 鹿児島 伊井 悠登 鹿児島 福本 晃仁 姶良

小川 敦也 鹿児島 福重 和也 鹿児島 永池 俊介 姶良

上野 満那代 鹿児島 船平 眞那 鹿児島 税所 友里恵 鹿児島 西 優花 姶良

鶴田 百音 鹿児島 牟田 侃龍 鹿児島 橋村 一輝 南薩 外村 龍矢 姶良

福留 久美 鹿児島 坂下 こころ 鹿児島 四郎園 英彬 姶良 三輪 峻士 姶良

堀 瑛 鹿児島 赤崎 洋喜 鹿児島 瀬戸山 史樹 姶良 中原 護 霧島

石田 汐香 鹿児島 久保 玲奈 鹿児島 稲田 和希 姶良 大坪 翔 霧島

加治佐 耕平 鹿児島 塩入 直 鹿児島 有村 承一郎 姶良

鮫島 眞弓 鹿児島 土屋 慧 鹿児島 鶴田 佳奈 鹿児島

小林 和真 鹿児島 田村 加代 鹿児島

四段 米松 スミ子 姶良
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