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第131回 日本珠算連盟段位認定試験 珠算昇段者
≪実施日2021年2月21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

4006 久保 優子 4035 下川原 沙希

3064 谷川 真元 3067 上船 皓太 3119 木下  心

4007 三村 太智

3046 佐竹 芽唯 3052 江畑 茉珠 4047 稲垣 綜一郎 4518 森 　茜

3048 行広 龍飛 3120 木下  和 4516 白波瀬 優菜 5001 市川  凛

1042 竹下 結望 3057 米田 剛琉 3163 小出 唯楓 5038 村田 征那

3032 藤岡 美里 3058 金子 祐真 3543 瀬平 理恵 7005 山本 若葉

3040 津山 聡花 3069 長田 莉玖 4031 髙谷 楓乃 7023 若林 瑠菜

3053 小林 百瑛 3155 冀北 彩芽 5003 平山 愛乃

1011 髙木 美波 3075 尾崎 優希 4043 満田 智也 5044 北　寛幸

1027 中島 颯花 3137 南木 美音 5034 増田 美桜 5053 古川 偉生

3041 津田 光璃 4033 伊丹 琉太 5043 乾  月雫 7007 河野 凪佐

3043 田村 悠音

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝



1033 天野 綾香 3024 速水 禎治 3091 鉾木 陽乃 4001 川野 華奈

2039 川邉 佐和 3042 木村 万穂 3094 島村 夢叶 4030 髙津 侑良

2048 山﨑 涼平 3047 田添 里桜 3111 京谷 咲花 4503 細見 和希

2522 伊井 あおい 3054 笠松 羽蘭 3147 山本 茉利衣 5042 西浦 悠人

3015 向井 優人 3079 福本 遥花 3186 三木 愛美

1014 丸山 智樹 3035 川野 結愛 3173 多賀 小桃 4501 片山 容加

1015 神保 みのり 3068 上地 隆楽 3507 岸本 詩音 4508 向井 優芽

1032 内田 莉央 3073 田之畑 礼志 3508 北裏 健翔 4520 辻  奏音

2004 菊入 文葉 3118 前川 真緒 4014 佐藤 康清 5008 坂東 明莉

2507 大川 晴羅 3122 栁原 大地 4016 秋  穂花 5018 田中 怜弥

3004 堯  祐惺 3136 鈴木 来海人 4041 松井 一真 5045 中尾 穂香

3033 武田 彩那 3162 南  琉生 4044 五味 美優香 7034 押谷 安莉

1003 山本 美結 3011 中澤 和哉 3181 中村 友乃 4509 山中 義紀

1010 五十嵐 雅人 3036 臼杵 孝士 3506 井沼 凜風 5004 岡﨑 結愛

1503 中西 愛歌 3055 武田 陽向 3509 西島 拓平 5006 原 明日香

1523 浅野 元翔 3074 大久保 翔月 3525 山村 朱音 5028 岡村  雫

2017 田守  優 3096 井芝 悠貴 3527 堀切 愛加 5035 森岡 煌太

2022 長友 遙風 3100 米本 壱歩 3533 橋坂 友慈 5505 大見 ゆず

2029 古川 美嘉 3123 重村 聡甫 3539 小倉 伶奈 5508 井関 栞音

2036 田中 結優 3124 一宮 智世 4011 平田 真吾 7028 松村 実莉果

2515 濵野 天良 3125 高橋 蒼衣 4022 原田 陽菜 7029 佐々 香介

2517 津熊 ゆら 3161 生駒  翼 4039 山川 侑那 7058 宮本 紗葵

2523 風間  涼 3166 新谷 祐人 4506 浦口  心

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝



1013 森  航大 3029 城戸﨑 尚智 3510 米田 安里 5019 植山 和奏

1020 青木 紗羽 3056 清水 駿博 3520 中井 歩華 5026 河本 実倖

1501 中井 雅大 3077 尾崎 青葉 3526 足立 紗菜 5029 武富 悠夏

1513 羽室 柊志 3078 徳井 二美 3528 岸本 煌里 5030 川崎 翔太

1516 松本 望美 3101 川﨑 翔太 3530 櫛田 こはね 5032 栗田 晏那

1517 菅野 叶愛 3112 岡﨑 愛季 3532 竹腰 志歩 5502 酒井 蓮斗

2002 平沢 律希 3114 小川 美穏 3542 前田 愛莉 5507 山口  凜

2020 月本 裕太 3128 滝川 陽太 4003 深井 美結 7010 あでぃかり りゅういち

2028 児玉 雪乃 3131 曽木 大和 4013 森 三佐子 7039 清藤 千愛

2052 小林 あみ 3138 大浦 胡桃 4051 平野 江莉咲 7053 泉  幸佑

2504 今井 知子 3139 澤田  健 4517 大場 琉生 7054 吉成  潤

2521 岡本 みなみ 3153 加藤 千尋 4519 荒屋敷 菫 7055 田中 悠喜

3005 古澤 しゅり 3193 上月 修伍 4522 笹田 明日香 7056 弘岡 蒼真

3016 向井 大翔 3504 井手口 萌音 4523 平野 亜柚美 7502 藤末  杏

3028 佐野 元威 3505 小林 寛奈 5016 武内 心音

以 上

＝＝　準初段　＝＝


