
実 施 日 ：平成３1年4月21日

実施場所：鹿児島県武道館弓道場

級位 .

五級 0 人

四級 0 人

三級 2 人

二級 11 人

一級 56 人

.

【初段】 123人

1 紺屋 葵生 指宿 26 坂口 萌 鹿児島 51 雲井 陽薫 鹿児島 76 井上 咲羽 鹿児島 101 四元 ふみ 鹿児島

2 水流 優介 鹿児島 27 片野田 和奏 鹿児島 52 瀬戸内 あやの 姶良 77 中大路 京香 鹿児島 102 石原 悠亜 鹿児島

3 島田 康暉 鹿児島 28 中村 琴音 姶良 53 時任 智哉 姶良 78 倉谷 美妃 鹿児島 103 愛甲 梨桜 霧島

4 宇都 竜介 鹿児島 29 小坂元 心花 鹿児島 54 野元 玲歌 霧島 79 永田 美和 鹿児島 104 ドナキー トーマス 鹿児島

5 有川 和寿 鹿児島 30 西元 俊之介 姶良 55 藤山 陽菜子 姶良 80 福嶋 美公 鹿児島 105 根路銘 安元 鹿児島

6 永用 響輝 鹿児島 31 川越 杏奈 霧島 56 平原 美春 鹿児島 81 小永田 花凜 鹿児島 106 國生 晴菜 鹿児島

7 永吉 姫梨 鹿児島 32 前門 咲嬉 姶良 57 塚田 千稀 鹿児島 82 岩元 優那 鹿児島 107 小斉平 千歳 鹿児島

8 松尾 恭瑚 鹿児島 33 重久 鼓太郎 姶良 58 鶴田 苺華 鹿児島 83 下田 弥奈 鹿児島 108 冨永 恵里衣 鹿児島

9 野村 真央 鹿児島 34 高松 芳成 鹿児島 59 尾ノ上 葉月 鹿児島 84 山内 れね 鹿児島 109 末松 恵登 鹿児島

10 石野 真唯 鹿児島 35 坂元 咲月 鹿児島 60 肥後 朱香 鹿児島 85 羽山 爽一朗 鹿児島 110 薗田 海斗 霧島

11 長濵 希星空 鹿児島 36 川畑 心 鹿児島 61 伊集院 成臣 鹿児島 86 鎌田 滉央 鹿児島 111 留野 桃心 鹿児島

12 岩川 華音 鹿児島 37 益山 花葵愛 鹿児島 62 森 翔大 鹿児島 87 倉内 香瑠 鹿児島 112 吉田 薪ノ介 鹿児島

13 宇都 凛太朗 鹿児島 38 田之頭 慶次 鹿児島 63 東 真由 鹿児島 88 松浦 亜依 姶良 113 小園 彩加 鹿学生

14 西田 詩織 鹿児島 39 富松 涼馬 鹿児島 64 比江島 歩花 伊佐 89 中村 斗環 鹿児島 114 田口 未紗 鹿学生

15 大﨑 優菜 南薩 40 増田 結愛 姶良 65 三枝 啓珠 鹿児島 90 石橋 風海華 鹿児島 115 井手 芳 鹿学生

16 上福 理桜 鹿児島 41 鳥濱 黎太 鹿児島 66 児島 颯 鹿児島 91 有水 滉 鹿児島 116 齋藤 沙弥香 鹿児島

17 加嶋 良已千 鹿児島 42 上妻 瑚白 鹿児島 67 井上 侑和 鹿児島 92 板倉 朱里 鹿児島 117 福元 愛子 霧島

18 新山 華音 鹿児島 43 松元 李力 鹿児島 68 國吉 世那 鹿児島 93 仁科 友良 鹿児島 118 米倉 美瑞穂 鹿児島

19 大田 百華 鹿児島 44 熊迫 美雨 鹿児島 69 塘 愛里花 鹿児島 94 迫田 未来 鹿児島 119 榎屋 ゆかり 鹿児島

20 浦 光希 鹿児島 45 中村 海音 鹿児島 70 重久 姫楽 鹿児島 95 串町 光玲 鹿児島 120 今井 美雪 霧島

21 濵砂 奏太 霧島 46 渡久地 宏哉 鹿児島 71 吉川 界人 鹿児島 96 小原 凜子 鹿児島 121 唐津 澄子 霧島

22 堀之内 桜香 鹿児島 47 迫田 貴之祐 指宿 72 柏原 あかり 鹿児島 97 出口 すみれ 鹿児島 122 帯屋 拓見 鹿学生

23 向吉 勇翔 鹿児島 48 竹之内 帆風 姶良 73 牛飼 みる 鹿児島 98 岩﨑 将高 鹿児島 123 大重 颯也夏 鹿学生

24 德重 来美 鹿児島 49 平山 巧 鹿児島 74 谷口 絢音 鹿児島 99 川﨑 ほのか 鹿児島

25 若松 駿 姶良 50 村岡 凜 鹿児島 75 川元 夢穂 鹿児島 100 山口 好乃花 鹿児島

【弐段】 15人

1 久保木 楓 鹿児島 4 石野 咲希 鹿児島 7 濵園 伊織 鹿児島 10 河部 未咲 鹿児島 13 松﨑 凜光 姶良

2 上水流 奨太 姶良 5 福元 亮太 鹿児島 8 大牟禮 琢人 指宿 11 梶原 未羽 鹿児島 14 武 祐治 鹿児島

3 内 光 鹿児島 6 渡邉 匡宣 鹿児島 9 小松 京輔 鹿児島 12 上原 璃久 指宿 15 貴島 稔博 鹿学生

【参段】 11人

1 池田 舜 鹿児島 4 吉野 竜平 鹿児島 7 上原 由季子 鹿児島 10 福園 杏奈 鹿児島

2 瀬戸内 優斗 姶良 5 松下 雄磨 出水 8 田知行 利江子 鹿児島 11 黒木 孝一 鹿児島

3 木迫 璃玖 鹿児島 6 平原 将 鹿児島 9 安樂 育代 霧島

【四段】 3人

1 福永 浩介 鹿児島 2 森岡 信也 鹿児島 3 大山 滉平 鹿学生

鹿児島春季段審査結果


