
実 施 日 ：平成３０年9月１7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 15 人

一級 66 人

.

【初段】 45人

1 大平 杏珠 鹿児島 10 柿本 侑蘭 鹿児島 19 永家 好華 鹿児島 28 水川 成海 南薩 37 林 壱成 鹿児島

2 大工 麗 鹿児島 11 関久 瑞季 鹿児島 20 小田口 里穂 鹿児島 29 東條 光 霧島 38 大宮司 風貴 姶良

3 中村 優希 鹿児島 12 川路 幸愛 鹿児島 21 諏訪原 萌 鹿児島 30 小川 慈温 鹿児島 39 馬場 涼輔 霧島

4 久保木 楓 鹿児島 13 是枝 夢乃 鹿児島 22 内山 優士 鹿児島 31 石黒 はるか 姶良 40 阪口 綾子 日置

5 橋之口 魁斗 鹿児島 14 若山 実 鹿児島 23 瀬戸口 航生 鹿児島 32 竹山 太智 鹿児島 41 山脇 さやか 鹿児島

6 上水流 奨太 姶良 15 佐多 悠正 鹿児島 24 内野 遥仁 鹿児島 33 阿多 美苗 鹿児島 42 恒松 恵美 鹿児島

7 内 光 鹿児島 16 谷口 柚華 鹿児島 25 田上 栞菜 姶良 34 宮田 幸奈 鹿児島 43 當房 孝 鹿児島

8 山上 日菜子 日置 17 伊地知 義人 姶良 26 山下 怜 鹿児島 35 村山 龍騎 南薩 44 武 祐治 鹿児島

9 江口 幸希 鹿児島 18 田島 康生 鹿児島 27 井料 優空 南薩 36 武田 直哉 鹿児島 45 松清 奈央未 鹿児島

【弐段】 20人

1 飯田 真羽 鹿児島 5 丸山 莉奈 鹿児島 9 池田 舜 鹿児島 13 西川 寛人 鹿児島 17 東 茉里 鹿学生

2 福元 理桜 霧島 6 萬成 美羽 鹿児島 10 山神 知喜 日置 14 山下 七海 鹿学生 18 平原 将 鹿児島

3 川田 なな 鹿児島 7 川口 桜嬉 鹿児島 11 四元 亜依 鹿児島 15 山口 恵 鹿児島 19 上原 由季子 鹿児島

4 竹原 梨愛 鹿児島 8 家弓 青梢 鹿児島 12 鎌迫 望 鹿児島 16 花吉 ふさ江 鹿児島 20 上薗 寿一 鹿児島

【参段】 3人

1 吉井 美穂 鹿学生 2 河野 晃大 鹿学生 3 青野 孝洋 南薩

【四段】 2人

1 木原 悠起 鹿学生 2 山川 哲史 鹿児島

鹿児島秋段審査結果


