
実 施 日 ：平成２９年9月18日

実施場所：鹿児島県武道館弓道場

級位 .

四級 0 人

三級 0 人

二級 25 人

一級 83 人

.

【初段】 48人

1 宮脇 大輔 鹿児島 13 橋口 到生 霧島 25 德永 麻桜 鹿児島 37 吉嵜 世梨 南薩

2 柿木 愛莉咲 鹿児島 14 上田 紫帆 鹿児島 26 山本 優 鹿児島 38 大中 啓旦 鹿児島

3 奥野 ひらり 鹿児島 15 安田 圭吾 鹿児島 27 永田 涼 鹿児島 39 馬渡 陵 鹿児島

4 肥後 杏奈 鹿児島 16 伊藤 あかり 鹿児島 28 東 紅邑 鹿児島 40 仮屋 美里 鹿児島

5 新納 美羽 鹿児島 17 下園 春乃 鹿児島 29 永尾 栞莉 鹿児島 41 上平 陸斗 姶良

6 谷坂 來 鹿児島 18 野元 雄貴 霧島 30 川路 秀真 鹿児島 42 山﨑 涼 姶良

7 森山 美咲 鹿児島 19 梶原 乙羽 鹿児島 31 本村 美樹 鹿児島 43 通山 耀斗 鹿児島

8 市川 光寿 鹿児島 20 坂口 輝瑠 鹿児島 32 戸木田 結 鹿児島 44 前田 健太 鹿児島

9 小野 花純 鹿児島 21 福留 悠奈 鹿児島 33 為岡 真綸 鹿児島 45 真崎 桜 鹿児島

10 内村 千結樹 鹿児島 22 池田 璃紀 鹿児島 34 西田 彩良 鹿児島 46 吉村 心 鹿児島

11 鮎川 寛未 鹿児島 23 市岡 杏葉 鹿児島 35 宇辰 友杜 鹿児島 47 山田 怜司 鹿児島

12 西尾 爽汰 鹿児島 24 野間 あかり 鹿児島 36 吉留 瑠捺 鹿児島 48 岩城 正崇 鹿児島

【弐段】 1９人

1 南原 愛佳 姶良 6 安木 千央 鹿児島 11 元吉 幸海 鹿児島 16 瀨戸口 友萌 鹿児島

2 平山 和輝 鹿児島 7 田中 櫂 姶良 12 河野 芽衣 鹿児島 17 下髙原 真珠 鹿児島

3 田中 誠也 鹿児島 8 中野 夏歩 鹿児島 13 森園 春月 鹿児島 18 村方 忠一 鹿児島

4 石原 美優 鹿児島 9 神山 倭 鹿児島 14 鍋倉 唯梨彩 鹿児島 19 竹原 詳二 鹿児島

5 田原 華蓮 鹿児島 10 平川 智望 鹿児島 15 西 悦朗 鹿児島

【参段】 6人

1 田代 彩 鹿児島 3 冨安 龍一 鹿児島 5 宇都 光伸 鹿児島

2 石塚 あみ 鹿児島 4 小川 敦也 鹿児島 6 外薗 幸和 鹿児島

【四段】 2人

1 向江 義広 姶良 2 山下 由貴 南さつま

鹿児島秋季段審査結果


