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第126回 日本珠算連盟段位認定試験 珠算昇段者
≪実施日2019年6月30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

永津 敦之

3055 笠松 亜斗武 3065 神山 琴絵 4015 和泉 初音

3081 末吉 菜々 3122 濃野 初季 4034 山中 咲紀 7003 谷口 明弘

3056 黒田 優人 3181 松本 心菜 4033 久保 優子

3070 根來 桜子 4011 稲垣 由紀子 4012 山内 星徳 4029 下川原 沙希

3073 西野  歩

2008 田路 結子 3082 石田 千絢 3176 京極 史弥 4026 森本 一生

3068 谷川 真元 3154 秦  笑花 3186 山内 健翔 4510 和泉 琴音

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　十　段　＝＝

4508

＝＝　九　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝



2016 西邑 悠人 3058 江畑 茉珠 3133 松岡 瑠月 4024 森本 爽月

2031 木本 優喜子 3067 田之畑 礼良 3167 北田  空 4032 下川原 空良

2045 山家 葉月 3069 河村 伊万里 3519 金谷 朱莉 5001 波多野 結月

3004 難波 秀翠 3074 岡本 千愛 4010 人見 しずく 7006 堀井 愛海

3011 梶元 夏海 3101 末永  歩

1018 福井 湊登 3048 田村 彩音 3149 田中 美羽 3542 向井 鈴香

2006 内垣 理子 3053 伴野  舞 3177 岩上 夏恋 4021 大上 航正

2504 吉村 琉菜 3099 沖野 心愛 3189 尻谷 月菜 5047 沖藤　豊

3025 辻本 ゆきね 3129 鈴木 沙梨 3208 石原 那海 7007 森田 梨湖

3028 長谷川 華音

1011 北村  蒼 3021 小畑 祐輝 3185 三好 蓮人 5048 平林  彩

1027 宮平 琉斗 3109 宮長 恋花 4019 岡本 莉茉 7021 田井 珠緒

3016 原田 哲平 3150 信次 咲希 5004 市川  凛 7049 中田 真央

1005 近藤 沙紀 2062 川邉 佐和 3110 西  奏音 4018 判田 翔汰朗

1509 菊池 文香 2509 橋本 心結 3114 奥村 真苗 4519 塚田 ここ菜

2009 逢野 葉月 2511 佐藤 彩乃 3127 小川 寛史 5005 藤原 千優

2021 千田 右京 3052 加納 伊織 3141 髙村 菜々美 7019 金澤 望央

2028 塚村 円香 3059 小林 百瑛 3533 山口 真穂 7027 若林 瑠菜

2054 北田 旺大 3094 梅本 莉奈 3566 三木 彩花

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



1026 中井  杏 3040 小畠 椛愛 3188 大畑 弥夏 4027 藤原 梨乃

1035 宮岡 天音 3041 平川 宙奈 3209 中﨑 春菜 4028 伊丹 琉太

1036 水谷 美穂 3061 米田 剛琉 3518 村上 明日香 4039 笠川 美咲

1502 森田 瑞葵 3075 亀井 紅咲 3524 飯田 健太郎 4042 毛利 心音

1503 藤原 千潤 3087 中野 友貴 3527 加藤 美麗 4043 黒川 すず

2061 山中 博輝 3107 柿田 陽菜 3537 4047 井出 光咲

3007 松浦 千紘 3135 野見山 知碩 3538 山﨑 心春 4048 油布 采音

3018 山本 幸奈 3151 塚本 紗季 3543 小川 日菜子 4512 長崎 愛美

3019 中西 愛幸 3152 森安 皆俐 3560 瀬平 理恵 5008 香田 理愛

3023 吉田  結 3160 枝連 らえ 4003 石川  舞 5045 大原 湖音

3037 中村 康佑 3175 山野 裕真 4007 吉田 悠馬 7050 野元  悠

1010 寺内 羽美 2055 本池 謙心 3119 的場 栞汰 4001 辻本 陽向

1014 古川 明歩 2512 岡本 蒼空 3144 豊田 真心 4022 沼田  輝

1040 幡　奈々佳 2515 花田 一織 3192 池田 蒼惟 4502 向井 栞那

1041 丸山 智樹 2517 芦田 美悠 3501 喜多 桜音 5006 辻 穂奈美

1050 塩見 汰人 2529 長尾 柚葉 3508 北裏 健翔 5501 桑島 千晴

1507 白井 千尋 3008 土屋 百々 3514 藤原 理緒 7010 山本 若葉

2015 寺前 玲玖 3020 大竹 芙美 3515 大原 沙紀 7025 有村 萌花

2022 酒本 結生 3022 夏山  希 3526 山中 万鈴 7028 原  一葉

2024 金子 雛愛 3051 木村 万穂 3529 森田 美優 7034 小西  優

2037 上出 祐友輝 3054 村上  柊 3535 小林  苺 7048 文元 一獅

2038 植田 明莉 3077 森  理心 3539 山田 楓也 7051 徳千代 美羽

2039 新谷 綾乃 3080 眞鍋 優衣 3544 辰巳 遼悟 7503 前川 善昭

2043 山中 綾花 3084 柴原 和希 3552 濱田 南美
以 上

＝＝　初 段　＝＝

＝＝　準初段　＝＝


