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第129回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2020年8月2日≫

一般社団法人　大阪珠算協会

※ 過去の認定済段位にかかわらず、有効段位と今回の成績によって総合段位の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

田中 真紀子

3064 西野  歩 4056 佐野 幹太 5012 坂上  渉 9002 金本 大夢

3052 小林 咲良 4017 久保 優子

2001 辻　和奏 3116 尻谷 月菜 4051 茅島 悠斗 7033 堀井 愛海

2002 藤田  凌

3035 仲  海新 3049 行広 龍飛 3121 南  琉生 4038 白波瀬 優菜

2010 櫻井 希望 3040 津山 聡花 4053 髙谷 楓乃 7015 中田 真央

3012 夏山  希 3835 大石 真白

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　十　段　＝＝

3100

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝



3009 梶元 夏海 3088 松本 理花 3109 枝連 そら 5025 西浦 悠人

3056 笠松 羽蘭 3097 小嶺 愛梨 3122 小出 唯楓 5028 北　寛幸

3060 金子 祐真 3108 枝連 らえ 4055 藤原 梨乃 5032 北 健二朗

3070 長田 莉玖

1008 東田 はるの 3016 長谷川 ひなた 3117 森中 華音 4808 水島 隼斗

1041 岡澤 結香 3029 岡 健太郎 4014 川野 華奈 7016 馬場 みづき

2008 南 ちあき 3092 末永 彩雪 4027 平田 真吾 7044 時岡 優衣

2013 植田 明莉 3103 吉田 実桜

1048 福田 凌大 3006 神田 結衣 3153 仙頭 和奈 5006 平山 愛乃

1811 下川 凛子 3027 向井 優人 3822 村上 駿輔 5029 中尾 穂香

2019 山中 綾花 3078 尾崎 優希 4801 源田  翔 5806 宮本 怜奈

2025 大浦 奈波 3085 島村 夢叶 4815 大場 琉生 7017 馬場 颯人

2037 綱嶋 愛実 3148 飯田 真帆 5005 坂東 佑真 7801 有村 萌花

1006 片岡 遼成 3074 田之畑 礼志 3808 久志 隼士 4061 久原 遥真

1042 岡澤 弘貴 3084 鉾木 陽乃 3823 木村 元紀 4064 谷口 那南

2006 川邉 佐和 3102 中尾 絢佳 4001 松田 和奏 5042 藤井 美緒

2038 黒木 美帆 3119 濱田 南美 4023 毛利 心音 5818 岡村　雫

2807 中農 彩葉 3146 増田 七菜花 4032 大野 明翔 7007 今宿  凛

3044 横山 真帆 3149 長野 紅華 4058 興田 佳歩

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



1019 古川 明歩 3106 塚本 紗季 3824 清水 好誠 4802 加藤 真帆

1803 乾  大雅 3107 大平 陽菜 3825 片山 大暉 4806 東川 知歩

1808 細田 翔太 3806 青木 涼花 3837 平野 颯大 4812 岡﨑 紘花

1816 山田 真之介 3810 友田 拓朗 4003 錦野 結菜 5002 高木 葉那

3036 藤岡 美里 3812 笹岡 千媛 4005 塚北 誠矢 5015 高原 わこ

3090 安高 茉優 3815 樋口 沙希 4015 岡﨑 美涼 5026 中尾 俊介

3104 楠本 陸斗 3818 山村 胡太朗 4028 秋山 直輝 7804 松尾 美月

3105 増田 陽咲 3821 吉冨 紀那

1026 青木 紗羽 2806 三谷 璃空 3124 大川 由葵 3831 高本　楓

1030 児島 絢菜 2810 古川 芽衣 3803 光山 愛実 4817

1045 前村 咲希 3022 武智 優輝 3811 仲宗根 拓樹 4820 加納 颯真

2020 中村 崇力 3077 大久保 翔月 3814 小西 英貴 5043 松川 弘輔

2801 藤田 志道 3079 安宅 仁志 3817 小川 幹太 7030 田中 悠喜

以 上

＝＝　準初段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝


