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第136回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2022年10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

金本 三夢 遠藤  駿
（※制限時間半分）

3136 石﨑 智久 4012 坂本 廉太郎 4022 下川原 沙希

3059 河村 伊万里

4027 西畑 美伶 4803 三村 太智

4021 奥田  花 7020 森田 大介

3068 土井 陸叶 4009 山下 輝心 4814 加納 颯真 7019 津村 修介

3071 﨑田 和愛 4031 久原 遥真 5009 沖藤　豊

＝＝　十　段　＝＝

9001 3073

＝＝　七　段　＝＝

＝＝　九　段　＝＝

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝



1014 髙木 美波 3130 山口 紗愛 4028 髙津 乃愛 4037 江戸 さくら

3062 上地 隆楽 4017 鈴木 楓乃音

1006 丸山 智樹 3030 谷田 梨乃 3106 的場 栞汰 4020 平生 絵理

1802 岡澤 弘貴 3036 金  悠伸 3110 澤田  健 4038 西能 璃世

2008 福庭 遙真 3042 野田  陸 3142 高本  楓 4043 久原  逞

2015 松林 璃空 3070 名草 さくら 3156 木村 心咲 7032 冨永 乃愛

2037 白石 尚人 3078 森田 琉聖 3173 仙頭 和奈 7036 興津 綾乃

1032 坂井 莉紗 3016 武地 皇星 4014 佐野 由佳 5001 高木 葉那

2041 山本 優芽 3138 北野 結莉 4015 鈴木 彩未音 5005 北  和佳

2801 岸谷 知夏 3155 岸本 侑士 4813 早野  碧 7028 小林 未來

3005 山口 虹空翔 3169 松川 実花

3006 井塞  晴 3131 川野  詩 4805 嶋﨑 友香 5032 鈴木 佳歩

3019 中村 美七瀬 3148 福嶋 涼風 5003 葭本 幸太郎 5805 薗田 一翔

3032 佐野 元威 3153 佐々木 大和 5012 原口 廉都 7009 山下 絢志

3067 尾崎 青葉 3814 川瀬  洸 5028 浅野  凜 7017 青井 優弥

3098 大橋 奏心 3850 霜倉 碧空 5030 松田 耀大 7043 藤岡 澄海

3118 有村 隆晃

1017 大道 柚奈 3165 高岡  柚 4034 津﨑 潤人 5810 梅田 龍星

3112 川脇 小乃羽 3166 池田 瑛汰 4046 高橋 真央 7052 小松原 由衣

3129 佐藤 未歩子 3801 竹本 悠希 4050 西島 心美 7802 鈴木 啓士郎

3132 白澤 七海 3815 山下 琴葉 5014 原口 陽都 7803 吉田 和生

3137 永池 一花 3823 平野 花佳 5022 島田 葵織 7807 五十嵐 雅人

3140 村上 寛季 3830 山本 理公 5804 坂東 明真 7825 四井  良

3143 大澤 愛璃 3859

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



1801 森  忠勝 3141 山口 晴大 3852 小笠原 菜月 5029 渡部 友菜
2017 中村 崇力 3172 中野 斉俊 4048 立川 紗彩 5816 林  笑瑠

2027 藤本 珠子 3175 川畑 知紗希 4815 重冨 百楽 7034 濱尾 菜々花

3014 大槻 侑璃 3178 中島 聡太 4816 由田 一真 7063 中井 芽来

3039 中前 結花 3812 丸山 孝太 4819 大藤 さくや 7810 小西 菜津美

3069 松田 楓羅 3833 水野 里乙 5004 藤本 一子 7812 植杉 さくら

3109 隈部 理愛 3836 宮田 克吾 5007 坂本 心海 7827 倉本 美彩

3117 松田 稀里 3848 渡邉 音巴

2018 児玉 雪乃 3113 古賀  旬 3849 南　 　颯 7013 池田 一華

2804 濵口 璃音 3121 髙垣 智慧 4006 7016 北代 智也

3013 寺井 善理 3157 吉岡 蒔織 4821 本村 康恵 7031 濱尾 爽花

3053 神島 桃香 3803 岡田 栞奈 5013 江草 青惟 7049 森 菜奈子

3054 橋本 更沙 3822 藤田 夏名 5026 東山 花菜 7064 藤末  杏

3082 土井 優希菜 3847 波多 杏樹 5817 松波 奏和
以 上

＝＝　準初段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝


