
実 施 日 ：2021年7月25日

実施場所：鹿児島市

４級 3人

３級 115人

２級 280人

１級 195人

【初段】 155人

酒匂 羚 福嵜 美莉愛 日髙 滉貴 宮元 和直 堤 悠貴 楠元 麗菜 大薮 凛花 末吉 舞 瀬尾 彩奈 有川 幸代

三宅 春菜 萩原 晄 坂井 海里 森園 和華 岩坪 大夢 石原 悠大 原田 瑠奈 山中 健汰 原野 優夏 山本 健

竹之内 萌絵 林 すず 竹吉 友美 濱田 七星 郡山 修司 吉永 幸音 救仁郷 咲人 井之脇 珠花 瀬戸口 ひなせ 平神 友愛

吉見 綸夏 餠越 あみ 鵜木 彩菜 石田 帆奈海 藤田 優美 山下 桜 岩 菜々香 古里 遥音 中野 青風 坂本 行一朗

北原 光 池邉 晴貴 河野 颯 上鍋 舞莉 前村 瑛太 白坂 翔 平田 寿 有馬 瑠奈 谷田 瑠泉 水流 愛奈

市園 京香 田中 美羽 井之上 翔太 倉永 亮彦 三角 優歩 牛飼 梨乃 末廣 亜起斗 小城 怜生 有松 佑悠 宮元 響平

有馬 瑠衣 川口 璃子 須田 瑞生 野邊 栞奈 西園 蓮響 中馬 陸 新山 太陽 石原 愛唯 陣之内 莉愛 宮本 翼

梅木 彩加 中西 悠心 末吉 隼也 永田 みゆき 丸山 未友 橋本 康生 外薗 楠奈子 平見 彩乃 小園 晄駕 武田 翔太

武元 大樹 大谷 真央 山脇 心愛 高橋 悠日 外堀 妃菜 中村 真生 塚留 朋未 小園 智大 蕨野 歩夢 山之内 蓮人

町浦 未空 原口 優愛 若松 拓海 岡田 稜士 奥田 怜奈 下野 優奈 小山田 花音 窪田 有紗 池上 槙一 大平 胡音

中村 優里 加藤 獅恩 權現領 愛央 永田 七海 岡田 紗季 田中 聖 藤元 奏心 中村 美月 瀬戸内 さき 江口 佳穂

吉永 悠亮 塚田 大和 谷口 愛奈 戸澤 快晴 江口 睦実 八木 琥珀 川原 夢花 入佐 瑞希 尾﨑 亮太

吉田 妃麻里 宇藤 夕波 上園 遥花 濵﨑 真聡 福留 菜織 下大田 衣里 瀬戸口 空馳 有馬 陽生 宮 捺姫

渡邉 巴瑠 松井 千夏 佐野 さくら 瀬戸 悠誠 有水 もえ 前田 夏希 田中 芽唯 青栁 咲良 岡 成知

尾込 唯佳 田中 穂南 三本 乙葉 加治屋 勇翔 上原 未夢 北方 蓮斗 法元 莉子 髙橋 花恵 堂滿 菜月

地浦 遼太朗 村尾 陽太 大石 結都季 上入佐 璃利恵 追立 雪乃 山畑 妃南 西木場 柚香 井料 海哉 上野 隼平

【弐段】 49人

竹本 彩乃 山下 凜花 菊野 流以 中元 杏 内門 結衣 加塩 一哉 鳥丸 燿平 重信 美心 飛内 涼 杉尾 鈴音

池ノ上 琴子 壽 秋香 大迫 真成 尾下 翔太郎 通山 絢華 瀨戸口 桃 三枝 啓珠 髙山 裕羽 末吉 陽菜 修行 和人

美坂 和鶴乃 徳永 陽香 田實 倫 小川 晃生 荒原 璃音 松元 結子 牛飼 みる 小櫻 将大 大谷 美桜 西原 侑寿

原 和聖 藤﨑 煌司郎 二宮 和香葉 竹内 彰 伊東 美桜 東畑 亜弥 小坂元 心花 川野 裕生 西田 永志 福田 武維

最上 麗奈 加治屋 知弘 持田 愛果 水田 陽 吉野 賢史 安島 孝樹 平山 巧 内山 優士 立山 愛希子

鹿児島ビデオ審査(第１回)


