
実 施 日 ： 平成２９年４月１６日
　級位 実施場所： 鹿児島市アリーナ弓道場

三級 1 人
二級 5 人
一級 51 人

【初段】 99人

1 帖佐 卓 鹿児島 26 早川 春乃 鹿児島 51 山口 祐紀 鹿児島 76 井神 恵美 鹿児島

2 仮上 綾真 鹿児島 27 山之内 碧桜 鹿児島 52 永野 翼 鹿児島 77 堀内 由美子 鹿児島

3 大工園 航太 鹿児島 28 飯田 琳子 鹿児島 53 川久保 慎也 鹿児島 78 前薗 飛鳥 鹿児島

4 原園 賢匠 鹿児島 29 猪俣 紅音 鹿児島 54 内山 知佳 鹿児島 79 下笠 択允 姶良

5 鮫島 萌香 鹿児島 30 持留 帆乃佳 鹿児島 55 森山 泉梨 鹿児島 80 津曲 和 姶良

6 中野 創太 鹿児島 31 尾﨑 由奈 鹿児島 56 吉田 秀斗 鹿児島 81 内田 友愛 姶良

7 大山 慧士 鹿児島 32 野口 はな 鹿児島 57 山切 光 鹿児島 82 深草 滉雅 姶良

8 山﨑 梨理夏 鹿児島 33 山中 恋乃 鹿児島 58 茂利 星南 鹿児島 83 川畑 俊晶 姶良

9 東 悠一郎 鹿児島 34 林 秀華 鹿児島 59 猪鹿倉 陸 鹿児島 84 曽我部 和也 姶良

10 柳沢 茉奈 鹿児島 35 井前 妃香 鹿児島 60 池澤 史哉 鹿児島 85 中原 久美 姶良

11 西 優貴子 鹿児島 36 岩塚 絢子 鹿児島 61 橋口 梨佳 鹿児島 86 川平 悠理 南さつま

12 加治木 祐聖 鹿児島 37 田中 真優 鹿児島 62 畠山 愛華 鹿児島 87 大浦 七海 南さつま

13 川上 承哉 鹿児島 38 岩坪 玲穏 鹿児島 63 村上 達哉 鹿児島 88 神谷 奈美恵 南さつま

14 羽嶋 祐希 鹿児島 39 白尾 昭伍 鹿児島 64 新山 佳史 鹿児島 89 東郷 恵真 霧島

15 鬼塚 麗名 鹿児島 40 福島 宗壽 鹿児島 65 東 志歩 鹿児島 90 前田 天巳 霧島

16 濵田 佑匡 鹿児島 41 和田 翔真 鹿児島 66 山口 真悠菜 鹿児島 91 中鶴 優成 霧島

17 川島 楓也 鹿児島 42 南 翔成 鹿児島 67 田中 杏奈 鹿児島 92 下久保 愛 霧島

18 鮫島 浩彰 鹿児島 43 前田 知香 鹿児島 68 上水樽 大地 鹿児島 93 前田 未夢 霧島

19 原田 大生 鹿児島 44 飯田 清楓 鹿児島 69 新保 哲平 鹿児島 94 東 梨帆 指宿

20 川畑 雄暉 鹿児島 45 仮屋 光希 鹿児島 70 奥平 瑞希 鹿児島 95 内田 龍之介 日置

21 川路 明日香 鹿児島 46 枝元 貴滉 鹿児島 71 室屋 裕子 鹿児島 96 上村 真子 日置

22 木村 菜々 鹿児島 47 安藤 彩夏 鹿児島 72 瀬戸山 佐好 鹿児島 97 浜﨑 達陽 南薩

23 濵園 伊織 鹿児島 48 相羽 遥日 鹿児島 73 德留 幸子 鹿児島 98 取違 杏菜 南薩

24 永田 つぐみ 鹿児島 49 長島 優 鹿児島 74 押川 百合香 鹿児島 99 成尾 聖羅 南薩

25 増満 安美 鹿児島 50 四角 竜也 鹿児島 75 田知行 利江子 鹿児島

【弐段】 46人
1 山元 こころ 鹿児島 13 上木原 由華 鹿児島 25 地頭薗 心 鹿児島 37 宮原 しろ沙 姶良

2 益田 龍志 鹿児島 14 請園 瞳 鹿児島 26 中畠 香織 鹿児島 38 梶原 淳史 姶良

3 中村 円 鹿児島 15 有水 ゆい 鹿児島 27 大山 滉平 鹿児島 39 柿木 敬志 姶良

4 河村 綾子 鹿児島 16 田代 彩 鹿児島 28 黒瀬 美希奈 鹿児島 40 村上 武 姶良

5 山口 優空 鹿児島 17 荒木 英寿 鹿児島 29 山田 桃愛 鹿児島 41 戸田 あすか 姶良

6 松下 遥貴 鹿児島 18 秋山 花凜 鹿児島 30 宇野 千尋 鹿児島 42 西 桃菜 姶良

7 吉野 竜平 鹿児島 19 橋口 美空 鹿児島 31 千竈 藍子 鹿児島 43 中西 瑞稀 姶良

8 磯 快成 鹿児島 20 末廣 早智子 鹿児島 32 尾辻 健一 鹿児島 44 宮嵜 夢佳 南さつま

9 黒木 心音 鹿児島 21 永谷 琉 鹿児島 33 山下 皆愛 姶良 45 中仮屋 優梨 南さつま

10 中村 友美 鹿児島 22 吉松 日菜乃 鹿児島 34 鎌田 紗圭 姶良 46 山口 修弥 南さつま

11 堀脇 聖冬 鹿児島 23 江畑 晟菜 鹿児島 35 瀬戸内 優斗 姶良

12 木迫 璃玖 鹿児島 24 飯山 敦司 鹿児島 36 税所 華子 姶良

【参段】 21人

1 林 里紗 鹿児島 7 木村 悠 鹿児島 13 神囿 洋一 鹿児島 19 向江 義広 姶良

2 宮内 さくら 鹿児島 8 栫 明宏 鹿児島 14 豊島 恵里 鹿児島 20 庄子 邦彦 姶良

3 池本 萌 鹿児島 9 山下 峰仙 鹿児島 15 戸田 薫 鹿児島 21 永石 尋幹 出水

4 鎌田 竜宝 鹿児島 10 宮元 結 鹿児島 16 橋元 啓輔 姶良

5 川﨑 佑輝 鹿児島 11 芝原 あかり 鹿児島 17 藤野 梨沙 姶良

6 鈴木 みな 鹿児島 12 黒田 安治 鹿児島 18 久木田 宣子 姶良

【四段】 3人
1 黒木 孝一 鹿児島 2 大山 剛平 鹿児島 3 花立 輝幸 伊佐

鹿児島春季(段)審査結果


