
実 施 日 ：
実施場所： 鹿児島アリーナ弓道場

○　級位

三級 2 人

二級 6 人
一級 70 人

段位 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部 氏名 支部
小森園 季樹 鹿児島 有村 圭市 鹿児島 船間 陸斗 鹿児島 山元 香乃 鹿児島

長坪 亜弥乃 鹿児島 西山 綺音 鹿児島 栗脇 祥弥 鹿児島 田中 栞乃子 鹿児島

外山 和花 鹿児島 三島 海咲 鹿児島 祐福 萌心 鹿児島 笹原 悠樹 鹿児島

森 匠己 鹿児島 安田 和司 鹿児島 宮下 彩寧 鹿児島 小野田 瑠成 鹿児島

松下 斗麻 鹿児島 玉利 優斗 鹿児島 別府 夏音 鹿児島 黒木 碧 鹿児島

酒井 俊輔 鹿児島 伊藤 和貴 鹿児島 濵﨑 卓斗 鹿児島 藤川 沙樹 鹿児島

今別府 里奈 鹿児島 益田 隼武 鹿児島 梅田 知樹 鹿児島 玉井 滋 鹿児島

山口 大心 鹿児島 遠矢 緋名詩 鹿児島 竹内 崇一郎 鹿児島 小峯 愛菜 鹿児島

四元 亜依 鹿児島 井上 香蓮 鹿児島 鎌迫 望 鹿児島 平石 陶子 鹿児島

元吉 幸海 鹿児島 大山 達樹 鹿児島 谷口 瞭 鹿児島 月野 芳紀 鹿児島

増田 琉香子 鹿児島 三村 満咲 鹿児島 東 哲平 鹿児島 山本 珠子 鹿児島

二木 滉太 鹿児島 脇 春斗 鹿児島 田中 響也 鹿児島 新堀 貴彬 鹿児島

新村 拓未 鹿児島 畦地 渉 鹿児島 遠矢 姫梨 鹿児島 小島 湧斗 鹿児島

中馬 さくら 鹿児島 鎌田 竜宝 鹿児島 江畑 晟菜 鹿児島 小川 礼華 鹿児島

森 愛佳理 鹿児島 磯部 有吾 鹿児島 川﨑 佑輝 鹿児島 川内 奈都希 鹿児島

河野 雅美 鹿児島 瀨戸口 友萌 鹿児島 島畑 洋平 鹿児島 池田 和磨 鹿児島

小森園 豪 鹿児島 神園 洋一 鹿児島 海江田 友香 指宿 四元 達貴 指宿

安田 健太郎 指宿 寳代 千夏 南薩 辰野 美七 南薩 田中 寧々 南薩

鮫島 正宗 南さつま 西山 聡美 日置 逆瀬川 裕也 日置 水橋 祐樹 川薩

渋谷 俊喜 姶良 伊達 賀奈子 姶良 吉海 后咲 姶良 園田 風星 姶良

宇都 僚汰 姶良 里 葵衣 姶良 花田 君弥 姶良 田中 春哉 姶良

高木 悠李 姶良 花牟禮 祐斗 姶良 木原 美玲 姶良 瀬戸山 明花 姶良

小田 遥月 姶良 小湊 菜央 姶良 永原 史也 姶良 上薗 由菜 姶良

松﨑 凜光 姶良 伊瀬知 奈那美 姶良 永江 真之 姶良 江藤 諒人 姶良

上城 まり子 姶良 向江 義広 姶良 内山 桂輔 霧島 川畠 涼 霧島

村元 翔太 霧島 上四元 久志 霧島 猿樂 千尋 霧島 石井 絢子 霧島

大中原 りほ 鹿屋

栫 明宏 鹿児島 山下 峰仙 鹿児島 益満 実來 鹿児島 神谷 佳汰 鹿児島

宮元 結 鹿児島 松下 円香 鹿児島 福島 純子 鹿児島 安永 智弘 鹿児島

西村 英子 南さつま 用貝 優里香 日置 町 渚 日置 下園 生晃 日置

佐藤 祐子 伊佐

福田 雅美 鹿児島 岩元 悠太朗 鹿児島 安藤 友希 鹿児島 中原 護 霧島

山元 昌俊 姶良 恒吉 亮祐 鹿屋

平成28年1月17日
鹿児島冬季段審査結果

四段
1名

出水

参段
6名

倉田　　悟

初段
105名

弐段
13名


