
実 施 日 ：平成３０年１月8日

実施場所：鹿児島県アリーナ弓道場

級位 .

四級 0 人

三級 2 人

二級 10 人

一級 87 人

.

【初段】 94人

1 鈴東 愛梨 鹿児島 26 黒田 侑愛 鹿児島 51 島津 颯来 鹿児島 76 須留原 高志 川薩

2 西原 侑寿 鹿児島 27 尾上 大真 鹿児島 52 永島 海土 鹿児島 77 馬関 慶壱 伊佐

3 松下 ゆき 鹿児島 28 福留 雪乃 鹿児島 53 上篭 愛菜 鹿児島 78 本 佳高 鹿児島

4 林 美月 鹿児島 29 赤尾 隆 鹿児島 54 田村 陽丞 鹿児島 79 古屋敷 瑠璃 鹿児島

5 日野 創夢 霧島 30 中村 杏香 鹿児島 55 廣岡 真帆 鹿児島 80 鮫島 麗 鹿児島

6 荒牧 慶伍 鹿児島 31 北嶋 海紀 鹿児島 56 鳩宿 愛菜 鹿児島 81 栄村 真凜 鹿児島

7 西 花菜 姶良 32 堀之内 彩理紗 鹿児島 57 山下 響己 鹿児島 82 春山 直輝 伊佐

8 四元 夏希 姶良 33 福清 遥 鹿児島 58 村永 光汰 南薩 83 茂利 黎南 鹿児島

9 姶良 34 中村 果凜 鹿児島 59 高山 祐一郎 南薩 84 藤原 翔輝 鹿児島

10 高松 一花 姶良 35 新田 ヒカル 鹿児島 60 備 来衣佳 鹿児島 85 柳村 太樹 南薩

11 古里 尚太 鹿児島 36 下茂 凜花 鹿児島 61 東畑 樹香 指宿 86 花木 千紗 川薩

12 橋口 空奈 鹿児島 37 甲斐 有紗 鹿児島 62 丸目 紫央 姶良 87 安留 悠心 南薩

13 中川 龍太郎 霧島 38 久米田 海愛 鹿児島 63 川畑 陽菜 指宿 88 飯山 竜梧 鹿児島

14 向井 拓海 鹿児島 39 日高 綾香 鹿児島 64 藤崎 美夢 鹿児島 89 山下 七海 鹿児島

15 枝元 唯華 姶良 40 池山 颯馬 鹿児島 65 戸川 晴仁 鹿児島 90 須佐 愛 鹿児島

16 濱田 翔汰 鹿児島 41 樺山 彩華 鹿児島 66 瀬戸口 萌彩 姶良 91 川崎 雅史 肝属

17 此元 真瑚 鹿児島 42 大迫 未佳 鹿児島 67 福永 真子 南薩 92 坂之上 愛 鹿児島

18 中薗 朱音 鹿児島 43 竹原 梨愛 鹿児島 68 丈井 幸哉 鹿児島 93 花吉 ふさ江 鹿児島

19 西内 愛良 指宿 44 鮫島 進之介 鹿児島 69 宮原 栄翼 鹿児島 94 山口 恵 鹿児島

20 岩元 海穏 鹿児島 45 久永 礼磨 鹿児島 70 有馬 萌 鹿児島

21 島津 我道 鹿児島 46 鳥部 宇利 鹿児島 71 中渡瀬 優太 鹿児島

22 下之薗 瞳月 鹿児島 47 福留 舜己 鹿児島 72 岩元 太希 鹿児島

23 勅使河原 世羅 鹿児島 48 大迫 亜乃唯 鹿児島 73 伊地知 真 鹿児島

24 大薗 ゆら 鹿児島 49 鮎川 愛梨 鹿児島 74 木浦 菜湖 鹿児島

25 田代 克海 鹿児島 50 清永 亜弥 鹿児島 75 中川 和弥 川薩

【弐段】 13人

1 南 翔成 鹿児島 5 恒吉 美空 伊佐 9 稲村 佳寿也 鹿児島 13 犬童 直美 姶良

2 飯田 清楓 鹿児島 6 樋口 未涼 鹿児島 10 財間 美羽 鹿児島

3 山口 祐紀 鹿児島 7 若松 鈴香 肝属 11 小牟田 魁里 鹿児島

4 前田 未夢 霧島 8 上野 綾香 鹿児島 12 田知行 利江子 鹿児島

【参段】 ４人

1 大山 滉平 鹿児島 2 野井倉 伽音 鹿児島 3 瀨長 奈津子 鹿児島 4 大山 みゆき 鹿児島

【四段】 １人

1 國料 重成 鹿児島

鹿児島冬季段審査結果


