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平成30年度　鹿児島市郡中学校体育大会剣道競技【女子個人】

33 竹下　綺香 (紫原) 大戸　もも (皇徳寺) 66

32 瀨戸口　麻帆 (谷山北) 米倉　未菜 (谷山) 65

31 益田　実留 (緑丘) 田島　葉月 (武) 64

30 福留　あこ (玉龍) 北原　光 (清水) 63

29 新穂　真佳 (皇徳寺) 瀨戸山　優子 (鹿大附属) 62

28 櫻井　柚綺 (鹿大附属) 森山　煌 (和田) 61

27 谷村　樹梨 (谷山) 森園　帆椛 (吉野東) 60

26 桜井　未来 (清水) 仮屋　奈々花 (吉野) 59

福重　穂乃花 (伊敷台) 57

25 冨田　千翔 (志學館) 中之薗　夕那 (南) 58

24 松元　花梨 (福平)

福山　凛乃 (伊敷) 55

23 松迫　真陽 (伊敷台) 井上　春香 (西紫原) 56

22 川路　優花 (南)

池端　優 (谷山北) 53

21 赤崎　陽菜 (西紫原) 堀口　佳穂 (玉龍) 54

20 本村　奈々 (伊敷)

吉田　早希 (東谷山) 51

19 安樂　花音 (東谷山) 九万田　暖音 (松元) 52

18 竹ノ下　美月 (坂元)

井上　みなみ (松元) 49

17 海江田　咲 (志學館) 宮薗　妃納 (紫原) 50

16 篠田　百花 (吉野)
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小倉　凜千 (武) 47

15 甲斐　はる (伊敷) 福田　菜花 (東谷山) 48

14 仮屋　咲矢 (清水)

成松　羽 (西紫原) 45

13 永吉　未来 (谷山北) 宮内　あかな (和田) 46

12 鶴薗　加倫 (鹿大附属)

德滿　日向 (緑丘) 43

11 塩入　爽天 (西紫原) 鈴木　菜夏 (玉龍) 44

10 黒木　美智 (松元)

雨田　千夏 (清水) 41

9 德重　心優 (南) 嘉納　日菜佳 (南) 42

8 鳥越　愛梨 (皇徳寺)

池田　梨咲 (谷山北) 39

7 岸下　ななみ (和田) 上山崎　凜 (伊敷) 40

6 塚田　あかり (谷山)

5 丸谷　亜寿花 (東谷山) 田中　廉乃 (鹿大附属) 38

4 小牧　紗華 (武)

3 村上　凜 (伊敷台) 飯野　志保 (志學館) 36

岡村　彗斗 (谷山) 37

1 上野　蘭 (城西) 前村　美羽 (城西) 34

2 牧野　葵 (玉龍) 榎本　さち (皇徳寺) 35


