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第135回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2022年7月3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

4002 坂本 廉太郎

3027 速水 禎治 3164 冀北 彩芽 4013 黒川 すず

3165 森中 華音 3166 生駒 翼 3870 飯田 真帆 4039 髙橋 瞭斗

3075 土井 陸叶 3142 小出 莉空 7037 津村 修介

1024 田村 京楓 3020 宮垣 庄志 3116 桑原 仁 4003 辻本 陽向

1041 刀祢 颯斗 3021 岡 健太郎 3155 森 実優 4041 加納 颯真

2015 長友 遙風 3031 中西 愛幸 3193 瀬平 理恵 4047 三島 ゆり子

2025 川邉 佐和 3076 﨑田 和愛 3805 太田 朝陽 4819 藤江 里奈

3019 荒巻 絢登 3077 安宅 仁志 3829 中島 寛人 7820 弘岡 蒼真

1002 寺内 羽美 3112 林 京佳 4042 西能 璃世 5035 田中 綾

2004 福庭 遙真 3841 山口 紗愛 4046 奥田 秀哉 7030 有村 萌花

2026 古川 太一 4033 前澤 咲来

＝＝ 八 段 ＝＝

＝＝ 四 段 ＝＝

＝＝ 六 段 ＝＝

＝＝ 五 段 ＝＝

＝＝ 三 段 ＝＝

＝＝ 準三段 ＝＝



1004 北村 玲皇 2018 松林 璃空 3802 野口 結都 4814 大場 陸仁

1015 松村 航 2807 三宅 陸斗 3803 俊岡 陽菜 7008 冨永 乃愛

1802 中井 亜香 3095 村上 晃翔 4038 立川 拓弥

3005 山口 虹空翔 3103 木下 遥斗 3824 重松 凛風 3860 霜倉 碧空

3017 中村 美七瀬 3154 南 那奈 3828 堀之内 煌 3863 佐々木 大和

3036 金 悠伸 3804 茨木 佑太 3837 桑野 達輝 4043 山川 翔太郎

3043 今中 凛空 3811 美浦 有寿 3851 栗田 崇生 5034 松田 耀大

3051 青木 涼花 3818 川瀬 洸 3852 大川 和真 7803 鍋島 新汰

3073 尾崎 青葉

1804 新開 蒼也 3196 池田 瑛汰 4023 西島 心美 5814 佐藤 壮真

2029 丸山 直也 3806 武地 皇星 4801 角谷 実莉 7011 髙光 優希

3002 藤森 啓 3809 梅木 雪衣 4802 佐藤 優成 7019 時岡 優名

3006 花谷 心音 3826 藤井 十志 4820 安藤 美遥 7021 小林 璃愛

3039 成尾 遥馬 3838 山本 理公 5012 稲嶺 優心 7046 山元 玲奈

3047 野田 陸 3840 白澤 七海 5014 松井 愛依 7049 中野 愛俐

3059 小林 真子 3843 山野 蒼真 5803 平田 喜一 7805 藏本 優姫

3096 檀野 朱里 3857 中島 信晴 5806 内海 朝陽 7807 鈴木 啓士郎

3100 木下 瑠奈 3871 高岡 柚 5807 植山 和奏 7821 寺谷 大洋

3110 大橋 奏心 4008 森本 彩夏

2024 安平 依央 3813 丸山 孝太 4807 大江 彩心 7004 小林 未來

3008 小國 愛莉 3839 川野 詩 4809 六車 心音 7023 山下 絢志

3085 佐藤 みこと 3845 岩上 麗 4811 常木 千唯夏 7035 土橋 直太朗

3086 内多 実涼 3846 宮田 克吾 4813 大藤 さくや 7054 高橋 絢音

3123 小川 華凜 3865 小笠原 拓也 5005 藤本 一子 7806 松浦 智也

3130 阪口 瑛太 3867 手島 悠希 5020 磯田 杏月 7808 吉田 和生

3138 佐藤 未歩子 4016 毛利 美里 5023 増田 心咲 7809 小野 心桃

3163 藤原 あずさ 4017 菅 美 優 5037 鈴木 佳歩 7815 小西 菜津美

3810 齋藤 柚葉 4026 岡田 亜瑠 5810 藏谷 華穂 7823 北村 健翔

以 上

＝＝ 準初段 ＝＝

＝＝ 準二段 ＝＝

＝＝ 二 段 ＝＝

＝＝ 初 段 ＝＝


