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第125回 日本珠算連盟段位認定試験 珠算昇段者
≪実施日2019年2月17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 山内 美空

2032 中谷 謙士朗 3085 田中 千恵

3233 諏訪 陸人

3030 掛  星夏 4023 山中 咲紀

1028 井口 優太 3186 八田 涼穂 4022 久保 優子 4038 陣川 拓己

3031 川津 咲希

3043 藤井 亜衣 3201 原田 悠衣 4058 奥田  花 7004 中川 茉宥

3194 粟村  遼 4054 井上 楽耀 4063 佐野 幹太 7034 森  奏瑛

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　九　段　＝＝

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝



1005 寺内 菜奈羽 3079 江戸 一朗 3163 川端 万実 4012 小林 建司

3045 成尾 留奈 3153 小嶺 愛梨 3224 京極 史弥 4033 大久保 繭

3059 仲  海新 3160 永田 大弥 3517 内山 太貴 4065 茅島 陸斗

1025 水野 穂乃花 3154 大野 智生 4013 中嶋 真子 4512 寺西 菜羽

2007 浜田 未悠 3159 足立 有唯 4060 森本 一生 5025 佐野 康介

3098 河村 伊万里 3240 大木 夢羅 4062 下川原 沙希 7044 山崎 友菜

1016 薮上 千夏 3033 岡田 百花 3220 長尾 彩夢 4036 信吉 七穂

2012 岡  咲耶 3047 谷田 梨乃 3257 三木 友翔 4037 遠茂谷 日保

2022 中田 沙耶 3116 里村 由衣 3265 石原 那海 4064 西畑 美伶

2028 山田 茉奈 3152 川本 果澄 4005 蔦谷 奈桜 7006 堀井 愛海

3001 藤村  悠 3182 大久保 ゆり愛 4007 人見 しずく 7010 西田 健人

3028 大野 桃子 3218 伊東 すず 4014 辻  唯奈 7012 森田 梨湖

1003 久嶋 真依 3048 原田 哲平 3191 枝連 そら 4508 山田 祥子

1006 北村  蒼 3049 宮中 康臣 3195 山本 颯星 5017 井尻 小百合

1015 諏訪 優奈 3066 3199 尾本 結菜 5044 後藤 すず

2027 西川 佳凜 3138 西尾 昂大 3219 冀北 彩芽 7005 西村 美優

2031 金子 凪翔 3142 松本  創 3231 小川 航生 7023 古谷 百蘭

2036 古澤  葵 3164 志賀 彩香 3501 平  彩佳 7029 藤  久睦

2054 田中 翔優 3167 佐々木 希 3513 渕脇 虹乃葉 7035 増田 悠紀

2062 大北 涼香 3181 田中 美羽 3514 渕脇 陽菜多 7507 橋本 奈那子

3036 池上 晴花

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



1010 谷浦 遼祐 3062 新宮 礼太 3185 前田 姫花 3540 八尾 正剛

1038 安田 優輝斗 3069 福谷 豊治 3202 3558 山本 颯生

1052 中村 真優 3075 加納 伊織 3206 西井 滉大 3580 上野 穂乃花

2010 菊入 万葉 3104 平野 杏奈 3212 永江 陽向 4017 吉村 桃子

2025 兼原 由衣 3141 西尾 萌花 3215 伊藤 壮太 4020 井上 慶太

2503 茂野 那帆 3158 松田 彩花 3216 伊藤 美和 4044 若林 秀星

2516 佐藤 彩乃 3169 寺内 温哉 3225 岩上 夏恋 4066 下川原 空良

2520 豊島 誠也 3170 小島 直己 3272 伴場  葵 5008 山根 理沙

3007 柴田 芽依 3177 日野  栞 3533 安岡 真規 5051 波多野 結月

3034 猪俣  望 3179 福田 羚乃 3536 山口 真穂 5057 藤原 千優

3057 林  凌平 3180 信次 咲希 3538 清水 絵理

1508 中川 輝星 3105 久禮 剛仁 3223 藤井 晴大 3559 山内 桜蓮

1510 佐藤 碧威 3112 酒井 絢菜 3253 石田 夏那佳 4004 石川  舞

1515 松本 風奈 3147 松原 健太郎 3510 氏郷 真希 4052 中村 結菜

2016 西畑 颯真 3149 竹山 隼哉 3512 伊藤 愛純 4059 髙谷 楓乃

2024 池田 将大 3151 大江 咲綺 3515 古結 ゆきの 4061 藤原 梨乃

2029 千田 右京 3166 内藤 大莞 3521 野見山 和心 4506 長崎 愛美

2035 山城 史郎 3168 髙村 菜々美 3525 檀上 佳久 4509 兒玉 梨咲

2047 本村 怜歩 3196 松尾 希海 3531 西谷 茉優 4515 藤原 茉央

2055 北田 旺大 3200 3535 細川 流詞 5060 茶谷 奏太

3014 平田 希亜來 3205 西岡 琴葉 3547 和田 桃彩 7510 伊藤 慶祐

3051 山本 幸奈 3211 諏佐 佳和 3550 塚本 紗季 7515 大槻 知嵩

3103 岡本 千愛
以 上

＝＝　準初段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝


