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第122回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2018年2月18日≫

一般社団法人　大阪珠算協会

※ 過去、総合段位を取得済みでも、２年以上受験していない場合は、新規受験者として総合段位が認定され、認定証が発行されます

※ ホームページ上での段位認定公表・掲載を承諾された受験者のみ掲載しています

※ 受験番号と受験者名（敬称略）を表記しています

4049 岩成  桃 7026 田中 雄貴

3090 長妻 一希 4058 山内 美空

3243 唐津 陽菜

3116 末吉 菜々 3220 北村 月瀬 4053 喜多見 浩介

3097 河村 伊央里 3143 濃野 初季 4044 兼松 咲菜

4817 大上 航正 4818 井上 楽耀 4822 佐野 幹太 7007 中川 茉宥

2039 池田 朋矢 3041 成尾 留奈 3229 京極 史弥 4811 塚田 りり心

3004 髙橋 舞子 3108 根來 桜子 4013 田畑 和結斗 5051 三島 結衣

3008 難波 秀翠 3155 胡内 絢名 4031 木原 里奈 5056 佐野 康介

3036 中島 萌唯 3156 大野 智生 4054 井上 寛大 7009 谷口 和弘

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　九　段　＝＝

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝



1009 福井 湊登 3082 江戸 一朗 3211 兼田 淳平 5038 永岑 優仁

1033 薮上 千夏 3104 谷川 真元 3245 坂上 果音 7023 西村 美優

2031 尾﨑 野々花 3117 石田 若菜 4001 小林 建司 7043 今宿 結芽

2049 野中 美杏 3188 津田 静香 4036 中村 拓夢

1006 寺内 菜奈羽 3130 林田 佳英 3811 宮川  航 4020 人見 しずく

2036 仙石 遼太郎 3140 加藤 美麗 3815 西尾 萌花 4037 菅  拓翔

2803 一色 優真 3149 西尾 昂大 3819 小谷 優斗 4806 錦野 育斗

3005 芝原 由莉 3150 樋口 沙希 3825 藻越 万理乃 4808 源田  隼

3007 西牟田 博稀 3192 鈴木 来海人 3837 齊藤 侑愛 4814 本城 慶典

3043 元山  寿 3194 香野 友希 3838 谷川 紗穂 4816 足立 登大

3048 小林 莉桜 3232 福桝 咲織 3846 山崎 純也 5034 沖藤　豊

3064 3234 野中 智太 4002 中嶋 真子 5060 森内 清文

3072 中野 月楓 3808 谷川 敬郁 4016 神谷 美緒 7053 山崎 友菜

3118 石田 千絢 3810 辻田 陵哉

1022 森下 瞭太朗 3030 杉尾 詩織奈 3238 野口 陽夏 4819 森本 一生

1035 菊入 万葉 3046 下辻 葉月 3809 野口 蓮翔 4820 早野  蓮

1043 溝田 統人 3058 小畠 杏友 3821 小谷 涼詩 5011 今井 碧子

1803 日野 陽真 3066 津山 聡花 3828 井上 宙大 5023 後藤 すず

1807 東  奏音 3071 竹森 彩乃 4011 深田 恵利 5042 奥田 希々葉

1809 内垣 真子 3115 砂　悠生 4015 糸原 真緒 5813 杉田 莉映

2026 山中 麻緒 3148 梅本 歩未 4023 前﨑 結羽 7011 前田 健伸

2028 井尻 和花 3165 松岡 瑠月 4035 白波瀬 優菜 7016 堀井 愛海

2043 本村 怜歩 3204 竹下 葵衣 4047 渡邉  悠 7038 金澤 望央

2052 加地 恵梨香 3205 渡邉  晟 4804 一ノ瀬 陽仁 7042 小西  優

2804 松本  恋 3206 山本 颯星 4807 坂元 亮太 7802 岸本 采里

2807 横田 麻有 3235 本田 昊太朗 4812 小林 大駕 7805 大井 美侑

3028 岡田 百花

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝



1005 北村  蒼 3105 三國 和真 3224 和田 隼一郎 3841 福井 佑仁

1027 山﨑 翔太 3109 中島 柚菜 3231 重村 七海 4055 小倉 璃空

2019 井澤 千浪 3119 萩森 洸太 3233 琴浦 萌々香 4810 辻  唯奈

2809 堀  佳乃 3137 小西 真実 3801 山根 唯幹 5013 水町 陽菜

2810 別府 りみ 3166 松本 花菜 3814 西  奏音 5029 西澤  萌

3010 柴田 芽依 3167 李  美那 3818 柿田 悠翔 5807 小泉  舞

3015 徳山 貴哉 3184 髙良 聡子 3823 福岡 航世 5815 増田 美桜

3053 藤田 貴羽 3207 川村 寧々 3829 蓑島 由梨 7028 大川 紗樹子

3056 林  凌平 3213 岩下　倫 3830 岩上 夏恋 7803 文元 一獅

3073 伴野  舞 3222 本郷 智也 3833 増田 潤人 7804 大井 啓太郎

3103 在田 智紀

以 上

＝＝　準初段　＝＝


