
鹿児島市郡中学校総合体育大会　第71回剣道競技大会

令和元年６月13日

吉田文化体育センター
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ドメ45 久保田　敦也 (福平)

44 樋髙　昇平 (喜入) 西　智弘 (吉野) 89

有満　簾 (西紫原) 87

43 榎田　知隼 (武) 小坂元　健吾

42 廻　夏輝 (伊敷台)

(伊敷台) 88

41 井久保　考星 (谷山) 原田　昌 (ラ･サール) 86

40 新村　隼翔 (松元) 鶴喰　大貴 (谷山北) 85

細谷　翔晟 (竹島) 83

39 松浦　健太 (桜丘) 川上　虎太郎

38 吉田　翔 (西紫原)

(武) 84

37 茨木　敦裕 (星峯) 中野　大希 (和田) 82

36 渡邊　幸雅 (紫原) 今吉　恭斗 (喜入) 81

堀之内　太陽 (東谷山) 79

35 厚石　七輝 (東谷山) 大原　璃久

34 小山　晴 (竹島)

(桜丘) 80

33 佐久川　隆一郞 (志學館) 尾ノ上　永治 (福平) 78

32 小谷　洋人 (ラ･サール) 小池　瑛磨 (紫原) 77

久木崎　壱心 (松元) 75

31 野添　公廉 (鴨池) 栄　勝輝

30 中村　晃誠 (鹿児島玉龍)

(伊敷) 76

29 岡元　槙之介 (皇徳寺) 白石　祥 (坂元) 74

72

28 田原　夢都 (伊敷) 政所　拓磨 (谷山) 73

27 迫　空 (谷山北) 中畑　智晴 (皇徳寺)

下荒磯　輝 (城西) 70

26 南野　剣伸 (吉野) 松ヶ野　蒼太

25 坂口　凛空 (和田)

(吉野東) 71

23 片平　泰貴 (吉野) 並川　航大 (鹿大附属) 68
1-59

24 高田　隆汰 (城西) 椎葉　竜馬 (星峯) 69

竹原　清人 (伊敷台) 66

22 中川　大雅 (喜入) 宮園　祥伍

21 片瀬　創梧 (竹島)

(松元) 67

20 渕之上　心優 (清水) 中條　日向 (福平) 65

19 福田　俊輔 (鹿大附属) 鳥入　篤哉 (星峯) 64

松下　明暖 (吉野) 62

18 水迫　凛生 (伊敷台) 栗野　亮平

17 廣池　諒太 (城西)

(谷山) 63

16 小磯　竜之介 (坂元) 小川　伊吹 (竹島) 61

(東谷山) 59

15 鶴留　凌 (皇徳寺) 安藤　綜悟 (伊敷) 60

12 末益　颯将 (紫原) 長元　颯真 (鹿児島玉龍) 57
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智
弘

（
吉
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中
）

末永　鷹滉 (和田) 58

14 佐々木　康 (東谷山) 保崎　秀斗

13 皆吉　佑亮 (松元)

11 大木　孝海 (福平) 牛之濵　昇汰 (西紫原) 56

坂本　光 (鴨池) 54

10 大賀　丈誉 (ラ･サール) 藤木　秀成

9 横山　竜世 (鹿児島玉龍)

(ラ･サール) 55

8 宮下　大起 (星峯) 山下　崇志 (谷山北) 53

7 玉城　諒太郎 (吉野東) 内倉　壮吾 (武) 52

山下　怜之介 (紫原) 50

6 伊藤　歩夢 (西紫原) 金里　翔徠

5 福村　凛太郎 (和田)

(緑丘) 51

4 村岡　行彦 (伊敷) 石踊　和矢 (志學館) 49

3 万前　遥心 (谷山北) 松村　大毅 (皇徳寺) 48

妹尾　拓実 (城西) 46

2 山下　椋也 (武) 前田　恭弥

1 藤崎　敬 (谷山)

(吉野東) 47


