
令和３年度 第５５回 市民体育大会 表彰一覧
■形個人戦

競技内容 １位 ２位 ３位 ４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

たまりまひろ すずひがしこうき しゅんどうかなと しもつよしふみ
玉利真寛 鈴東煌己 春藤奏翔 下津佳史
賢友流大龍 谷山糸東会 糸洲会伊敷台 糸洲会鴨池
きしたゆうしん もりやまこう どうぞのはるき さきたゆうき
木下勇伸 森山光 堂園陽生 﨑田結輝
剛柔流福平 賢友流大龍 谷山糸東会 心道館鹿児島
みのだはるみち さとうりおと まえだゆうた むらおからい
簑田晴道 佐藤吏音 前田裕太 村岡頼
糸洲会鴨池 糸洲会伊敷台 剛柔流福平 剛柔流福平
おおぐしかいむさふぃり きしたいっしん ひだかそら いわかわえいしん のもとしんのすけ いわがわこうだい てらのもとはる ふくだそうた
大串海ムサフィリ 木下一心 日髙湊良 岩川瑛芯 野元信之介 岩川倖大 寺野元陽 福田蒼太
賢友流唐湊 剛柔流福平 賢友流大龍 瑞空塾 賢友流大龍 大道館 永武館 北斗館
こばたかと はまぞのいづほ そめかわあつや なかむきゆうしん いとうじん かみまえそうだい
木場崇翔 濵園出帆 染川敦哉 中向優心 伊藤仁 上前颯大
剛柔流福平 剛柔流福平 賢友流中山 賢友流坂元 賢友流中山 剛柔流福平
いわいだゆうき いがわそうま まきせしょうた なかむらとうま えうらたいき ちゃえんあつひと ほりたなおと まきはると
岩井田佑輝 井川蒼真 牧瀬翔太 中村斗真 江浦太樹 茶圓敦仁 堀田直翔 牧遥斗
賢友流広木 賢友流唐湊 賢友流広木 賢友流中山 賢友流メルヘン伊敷 北斗館 剛柔流福平 瑞空塾
おおぐしおあしすむさふぃり きしたりゅうき やつしろりゅうじん おまがりりょうま なかむきゆらい よしどめしゅん まちだてんゆう
大串泉ムサフィリ 木下龍樹 八代龍仁 尾曲龍真 中向優來 吉留駿 町田天佑
賢友流唐湊 剛柔流福平 心道館鹿児島 心道館鹿児島 賢友流坂元 心道館鹿児島 糸洲会鴨池
にいはらゆうき
新原勇希
糸洲会本部
ひごはるのしん とらぐちりゅうき おおぐしひかりむさふぃり かんざきせいや かみばしらけんた
肥後遼之慎 虎口隆紀 大串光ムサフィリ 神﨑聖也 神柱研太
北斗館 北斗館 賢友流唐湊 谷山糸東会 心道館鹿児島
かんだりく しらおそうしろう のばらしょう くらおかあもん かわばたゆうと
神田璃空 白尾奏志郎 野原将 倉岡亜門 川畑佑斗
甲南高校 甲南高校 剛柔流福平 鹿児島南高校 鹿児島南高校
とみさこかつき とみさここういち
冨迫克喜 冨迫孝一
北斗館 北斗館
なかむらあさひ ゆぐちななは
中村旭 湯口奈々羽
賢友流坂元 北斗館
さわつばしりえ かわばたりこ ひがしなかがわじゅり まつばらこなつ とよながみおか すずきみと
沢津橋里衣 川畑莉心 東中川樹里 松原小夏 豊永美桜香 鈴木美音
剛柔流福平 北斗館 賢友流広木 賢友流唐湊 谷山糸東会 糸洲会鴨池
ひごことね ひがしなかがわりさ ありさこはな ふじたわかな まつもとさな くりやまるか
肥後ことね 東中川莉彩 有迫花菜 藤田和佳奈 松本沙奈 栗山瑠華
北斗館 賢友流広木 心道館鹿児島 剛柔流福平 賢友流西陵 剛柔流福平
なかおひなこ はやしあみ ますだかんな こむらかこ はぎはらあれくしすみお

中尾日向子 林亜美 増田栞那 小村佳瑚 萩原アレクシス未央
心道館鹿児島 剛柔流福平 賢友流唐湊 心道館鹿児島 心道館鹿児島
おしぐちかな おしぐちなお かんざきあいり くぼしたちか はらあまみ
印口佳奈 印口奈緖 神﨑愛梨 窪下知花 原愛真
賢友流中山 明桜館高校 鹿児島南高校 甲南高校 鹿児島工業高校

高校・一般（女子）

中学（女子）

小５・６（女子）

小３・４（女子）

小１・２（女子）

一般（男子）

高校（男子）

中２・３（男子）

中１（男子）

小６（男子）

小５（男子）

小４（男子）

小３（男子）

小２（男子）

小１（男子）

幼児（男子）



令和３年度 第５５回 市民体育大会 表彰一覧
■組手個人戦

競技内容 １位 ２位 ３位 ４位 優秀賞 優秀賞 優秀賞 優秀賞

たまりまひろ すずひがしこうき しゅんどうかなと
玉利真寛 鈴東煌己 春藤奏翔
賢友流大龍 谷山糸東会 糸洲会伊敷台
きしたゆうしん いまにしかなた みやざわかいせい
木下勇伸 今西奏大 宮澤快生
剛柔流福平 糸洲会本部 糸洲会本部
さいふりゅうき むらおからい まえだゆうた かわさきたける
西府龍生 村岡頼 前田裕太 川嵜武流
瑞空塾 剛柔流福平 剛柔流福平 瑞空塾
おおぐしかいむさふぃり きしたいっしん おおさわしょういちろう いわがわこうだい
大串海ムサフィリ 木下一心 大澤正一朗 岩川倖大
賢友流唐湊 剛柔流福平 賢友流中山 大道館
なかむきゆうしん はまぞのいづほ こばたかと みしまかいと
中向優心 濵園出帆 木場崇翔 三島快翔
賢友流坂元 剛柔流福平 剛柔流福平 糸洲会鴨池
いがわそうま いわいだゆうき みやうちまさと ほかぞのりきち
井川蒼真 岩井田佑輝 宮内聖沙斗 外園琉吉
賢友流唐湊 賢友流広木 城西館 北斗館
やつしろりゅうじん おまがりりょうま おおぐしおあしすむさふぃり こばやしりゅうのすけ
八代龍仁 尾曲龍真 大串泉ムサフィリ 小林龍之介
心道館鹿児島 心道館鹿児島 賢友流唐湊 心道館鹿児島
さめしまやすたか
鮫嶋泰孝
瑞空塾
ひごはるのしん ありさこあおい わきたそうだい さめしまゆうすけ
肥後遼之慎 有迫蒼生 脇田蒼大 鮫嶋勇佑
北斗館 心道館鹿児島 剛柔流福平 瑞空塾
くらおかあもん かわばたゆうと ぷりんすさとる
倉岡亜門 川畑佑斗 プリンス悟
鹿児島南高校 鹿児島南高校 鹿児島実業高校
かんだりく しらおそうしろう おかだけいと ありまりょう
神田璃空 白尾奏志郎 岡田圭人 有馬陵
甲南高校 甲南高校 鹿児島工業高校 鹿児島実業高校
おくだいらただおき おくだいらよしむね
奥平匡翁 奥平誉志宗
北斗館 北斗館
とうごうりりあ なかむらあさひ
東郷梨々娃 中村旭
永武館 賢友流坂元
ますだあやな かわばたひなた さわつばしりえ ひがしなかがわじゅり
増田文那 川畑ひなた 沢津橋里衣 東中川樹里
賢友流坂元 心道館鹿児島 剛柔流福平 賢友流広木
ひごことね ありさこはな ひがしなかがわりさ ふじたわかな
肥後ことね 有迫花菜 東中川莉彩 藤田和佳奈
北斗館 心道館鹿児島 賢友流広木 剛柔流福平
ふくざきあやか はやしあみ なかおひなこ かわばたみなみ
福﨑彩華 林亜美 中尾日向子 川畑みなみ
賢友流唐湊 剛柔流福平 心道館鹿児島 心道館鹿児島
おくだいらかなえ はらあまみ すぎやまゆめこ はまだみく
奥平佳奈枝 原愛真 杉山夢子 濱田美来
北斗館 鹿児島工業高校 賢友流唐湊 甲南高校

高校・一般（女子）

中学（女子）

小５・６（女子）

小３・４（女子）

小１・２（女子）

大学・一般（男子）

高２・３（男子）

高１（男子）

中２・３（男子）

中１（男子）

小６（男子）

小５（男子）

小４（男子）

小３（男子）

小２（男子）

小１（男子）

幼児（男子）


