
実 施 日 ：令和元年9月23日

実施場所：鹿児島アリーナ弓道場

　　(臨時追加審査分も9/23付です)

級位 .

五級 0 人

四級 0 人

三級 0 人

二級 5 人

一級 56 人

.

【初段】 60人

1 名越 ほのか 鹿児島 16 間世田 華帆 鹿児島 31 西元 春菜 鹿児島 46 田中 望愛 鹿児島

2 山口 美憂 鹿児島 17 原山 奈央 鹿児島 32 船迫 小春 鹿児島 47 中渡瀬 翔 鹿児島

3 宮下 美来 鹿児島 18 安本 光希 鹿児島 33 郡山 遥 鹿児島 48 立和名 瑛士 鹿児島

4 佐々木 星真 鹿児島 19 伊藤 美優 鹿児島 34 山元 萌衣 鹿児島 49 下田平 結七 鹿児島

5 郡山 理子 鹿児島 20 堂園 三葉 鹿児島 35 神野 陽輝 鹿児島 50 有水 彩夏 鹿児島

6 三角 茉黎 鹿児島 21 武石 彩葉 鹿児島 36 加藤 花音 鹿児島 51 榎田 留和 鹿児島

7 東假屋 あかね 鹿児島 22 壽福 瑠斗 鹿児島 37 脇園 亮太 鹿児島 52 久保 璃夏 南薩

8 城石 将毅 鹿児島 23 原薗 日菜 鹿児島 38 福篭 征宗 鹿児島 53 小林 真緒 鹿児島

9 林 和顕 鹿児島 24 崎田 にこ 鹿児島 39 水川 南海 南薩 54 中間 真之介 鹿児島

10 長谷部 聖 鹿児島 25 濵屋 匠人 鹿児島 40 小村 颯士 鹿児島 55 福原 光遥 鹿児島

11 今村 愛莉 鹿児島 26 原口 夏希 鹿児島 41 福永 泰誠 鹿児島 56 菊永 莉未 南さつま

12 三善 理央 鹿児島 27 横道 里空 鹿児島 42 間淵 凌平 鹿児島 57 西郷 優人 鹿児島

13 新山 史華 鹿児島 28 宮田 康平 鹿児島 43 水川 乃愛 鹿児島 58 山口 寛人 鹿児島

14 上川 溜太 鹿児島 29 角野 桃加 鹿児島 44 瀨戸口 桃 鹿児島 59 餅原 晴香 鹿児島

15 園田 あみ 鹿児島 30 江口 翔大 鹿児島 45 久保田 怜花 鹿児島 60 渡辺 聖基 鹿児島

【弐段】 18人

1 水流 優介 鹿児島 5 諸正 大晴 鹿児島 9 柿木 愛莉咲 鹿児島 13 黒丸 大希 鹿児島 17 東元 智玄 鹿学

2 永吉 春都 鹿児島 6 児玉 史織 鹿児島 10 吉元 みちる 鹿児島 14 村永 咲稀 鹿児島 18 飯山 竜梧 鹿学

3 岩下 愛莉 鹿児島 7 東畑 樹香 指宿 11 津曲 和 鹿児島 15 是枝 叶乃 鹿児島

4 宮田 幸奈 鹿児島 8 大迫 未佳 鹿児島 12 取違 杏菜 南薩 16 山崎 拓海 鹿児島

【参段】 7人

1 川口 桜嬉 鹿児島 3 木脇 美帆 鹿児島 5 通山 耀斗 鹿児島 7 二川 菜美香 鹿児島

2 武 祐治 鹿児島 4 三反田 哲郎 鹿児島 6 木原 まゆみ 日置

【四段】 7人

1 福園 杏奈 鹿児島 3 栗田 栄子 川薩 5 米丸 里香 川薩 7 黒﨑 憲二 鹿児島

2 川崎 雅史 伊佐 4 森 達彦 日置 6 吉満 智恵 鹿児島

鹿児島秋季段審査結果


