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第 39 回若獅子旗なぎなた大会 選手変更・欠場・訂正等 令和 4 年 3 月24 日（木）受付分 

p.13 演技競技（小学１～３年生） 

 2 家入 柚り菜－小林 勧奈（熊本武道館） ····················· 欠場 

 5 和田 茜－冨山 嬉子（熊本県連盟） ·························· 欠場 

p.14 演技競技（小学４～６年生） 

 4 園田 彩乃－片山 明加理（熊本市連盟） ···················· 欠場 

 5 藤田 夢那－小田 達仁（鹿児島なぎなたクラブ） ··········· 欠場 

 6 治郎丸 美聡－平田 彩晶（勝央クラブ） ······················ 欠場 

 8 小林 遥禾－中村 凛華（武道館クラブ） ······················ 欠場 

 14 興梠 桜子－井手 さくら（ともえクラブ） ······················· 欠場 

 15 浦上 亜莉彩－澤辺 楓（熊本武道館） ······················· 欠場 

 19 宮田 彩央－宮田 瑚都（岡山県なぎなた連盟） ············ 欠場 

 21 中村 旭希－宮本 優飛（熊本県連盟） ······················· 欠場 

 22 川添 響子－松尾 佳都（琴平なぎなたスポーツ少年団） ····· 欠場 

 23 山根 幹大－平田 煌（岡山養徳館） ·························· 欠場 

 25 中園 彩里－田邉 心晴（大龍なぎなた同好会教室） ······ 欠場 

p.15 演技競技（中学生） 

 5 室田 一真－橋垣 呂緯（島根県なぎなた連盟） ············ 欠場 

 6 石井 みや－森永 響（岡山養徳館） ·························· 欠場 

 20 長﨑 優花→辻 満穂つじ まほ（明治学園中学校）

 ········································································ 変更 

p.16 演技競技（高校生） 

 11 福原 千穂－髙田 奏実（美作高校） ·························· 欠場 

 16 後藤 愛里→平田 彩乃ひらた あやの（明治学園高

校） ··································································· 変更 

 20 湯栗 めい－高橋 柚圭（岡山県なぎなた連盟） ············ 欠場 

p.17 個人試合（小学１～３年生） 

 3 宮田 彩央（岡山県なぎなた連盟） ····························· 欠場 

 4 冨山 嬉子（熊本県連盟） ········································ 欠場 

 8 家入 柚り菜（熊本武道館） ······································ 欠場 

 11 和田 茜（熊本県連盟） ··········································· 欠場 

 12 米丸 あさひ（大龍なぎなた同好会教室） ····················· 欠場 

 16 小林 勧奈（熊本武道館） ········································ 欠場 

p.18 個人試合（小学４～６年生） 

 3 川添 響子（琴平なぎなたスポーツ少年団） ·················· 欠場 

 5 山根 幹大（岡山養徳館） ········································ 欠場 

 6 田邉 心晴（大龍なぎなた同好会教室） ······················· 欠場 

 9 小林 遥禾（武道館クラブ） ······································ 欠場 

 14 片山 明加理（熊本市連盟） ····································· 欠場 

 17 井手 さくら（ともえクラブ） ········································ 欠場 

 20 宮本 優飛（熊本県連盟） ········································ 欠場 

 21 治郎丸 美聡（勝央クラブ） ······································ 欠場 

 23 小田 達仁（鹿児島なぎなたクラブ） ··························· 欠場 

 26 浦上 亜莉彩（熊本武道館） ····································· 欠場 

 30 灰佐 唯花（岡山県なぎなた連盟） ····························· 欠場 

 31 中村 旭希（熊本県連盟） ········································ 欠場 

 32 宮田 瑚都（岡山県なぎなた連盟） ····························· 欠場 

 36 興梠 桜子（ともえクラブ） ········································ 欠場 

 38 園田 彩乃（熊本市連盟） ········································ 欠場 

 41 藤田 夢那（鹿児島なぎなたクラブ） ··························· 欠場 

 44 澤辺 楓（熊本武道館） ··········································· 欠場 

 47 平田 煌（岡山養徳館） ··········································· 欠場 

 49 松尾 佳都（琴平なぎなたスポーツ少年団） ·················· 欠場 

 51 川添 天夢（武道館愛好会） ····································· 欠場 

 57 平田 彩晶（勝央クラブ） ········································· 欠場 

 58 中園 彩里（大龍なぎなた同好会教室） ······················· 欠場 

 59 中村 凛華（武道館クラブ） ······································ 欠場 

p.20 個人試合（中学生・女子） 

 2 石井 みや（岡山養徳館） ········································ 欠場 

 9 田邉 幸歩（大龍なぎなた同好会教室） ······················· 欠場 

 27 園田 夏己（熊本武道館） ········································ 欠場 

p.22 個人試合（中学生・男子） 

 2 室田 一真（島根県なぎなた連盟） ····························· 欠場 

 6 森永 響（岡山養徳館） ··········································· 欠場 

 8 橋垣 呂緯（島根県なぎなた連盟） ····························· 欠場 

p.23 個人試合（高校生） 

 2 金ヶ江 凛（岡山県なぎなた連盟） ······························ 欠場 

 11 松尾 美咲（琴平なぎなたスポーツ少年団） ·················· 欠場 

 25 北村 友菜（美作高校） ··········································· 欠場 

p.24 団体試合（中学生） 

 21 松江市なぎなた連盟 中堅 神野 真輝 ······················ 欠場 

p.26 団体試合（高校生） 

 8 岡山県なぎなた連盟 ·············································· 欠場 

 12 明治学園高校 

先鋒 後藤 愛里→矢野 希帆（補欠） ··········· 変更 

 16 美作高校···························································· 欠場 

 19 沖縄県立向陽高等学校 ········································· 欠場 
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第 39 回若獅子旗なぎなた大会 選手変更・欠場・訂正等 令和 4 年 3 月27 日（日）受付分 

p.13 演技競技（小学１～３年生） 

（なし） 

p.14 演技競技（小学４～６年生） 

 11 徳島 愛-塘 彩矢佳（佐賀東ジュニアなぎなたクラブ） ····· 欠場 

p.15 演技競技（中学生） 

 4 藤澤 美美子 → 藤澤 美々子（荷揚教室） ··········· 訂正 

p.16 演技競技（高校生） 

（なし） 

p.17 個人試合（小学１～３年生） 

（なし） 

p.18 個人試合（小学４～６年生） 

 27 徳島 愛（佐賀東ジュニアなぎなたクラブ） ···················· 欠場 

p.20 個人試合（中学生・女子） 

（なし） 

p.22 個人試合（中学生・男子） 

（なし） 

p.23 個人試合（高校生） 

（なし） 

p.24 団体試合（中学生） 

 7 [大将] 三角 瑠奈 → 三角 瑠菜（田島なぎなたクラブ）

 ········································································ 訂正 

 12 [監督] 上野 千代子 → 秋葉 笑里（南九州市立

川辺中学校） ······················································· 変更 

p.26 団体試合（高校生） 

 5 [監督] 浦田 木綿子 → 田北 美由紀 たきたみ

ゆき（福徳学院高等学校） ······································· 変更


