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第137回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2023年2月19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

9003 金本 愛夢 7023 中野 和佳
（※制限時間半分）

3065 小椋 煌太 4004 山下 輝心 4028 深江 萌黄

1016 古川 明歩 3064 上地 隆楽 3067 尾崎 優希 3075 久志 隼士

2016 長友 遙風 3071 安宅 仁志 3167 毛利 拓真 4814 藤江 里奈

3023 杉尾 詩織奈 3104 松本 理花 4049 三島 ゆり子 4815 久原  逞

1028 福田 凌大 3082 内多 実涼 4031 五味 美優香 5028 狩谷 萌生

3037 豊川 沙彩 3088 村上 晃翔 4044 酒向 柚希 7022 中野 佳歩

3077 川瀬  涼 3112 林  京佳 5008 北  和佳 7033 若林 瑠菜

3003 井塞  晴 3141 山本 理公 3170 福嶋 涼風 5007 薗田 一翔

3017 金森 大敏 3145 大佛 彩花 3183 高岡  柚 5039 松田 耀大

3081 福本 遥花 3146 佐藤 未歩子 3804 藤田 穂高 7044 宮庄 優斗

3106 大橋 奏心 3162 大澤 愛璃 4018 西島 心美 7049 泉  幸佑

＝＝　九　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝



1009 大道 柚奈 3099 木下 遥斗 4021 5018 原口 陽都

2010 森  航大 3118 隈部 理愛 4030 前澤 咲希 5023 山岡  恵

2033 藤本 眞子 3802 竹本 悠希 4045 安藤 美遥 5050 舩木 志織

3079 服部  司 4016 毛利 美里 4816 前田 花笑 7823 四井  良

3083 山下 琴葉

1802 森  忠勝 3191 辻  幸佑 4009 重冨 百楽 5807 白井 尚生

2008 中村 崇力 3822 中山 咲來 4040 住野 剛悠 7008 佐伯 楓菜

3016 下敷領 葵 3838 大澤 櫂吏 4046 荒平 隆翔 7028 濱尾 菜々花

3034 金  美岐 3842 小森  圭 4809 大藤 さくや 7041 中井 芽来

3059 佐竹 那菜 3847 中島 信晴 5004 藤本 一子 7813 髙光 優希

3073 松田 楓羅 3852 小笠原 拓也 5033 林  笑瑠 7830 北村 健翔

3131 阪口 瑛太 3857 田中 鉄平 5040 田部 心琴 7836 福島  怜

3144 水野 里乙 4007 安永 七望

1023 菊入 文葉 3160 澤井 龍人 3850 十河 航平 5812 藏谷 華穂

1029 福田 綾乃 3174 藤原 あずさ 4038 伊丹 滉稀 7007 住野 あんな

3012 井上  杏 3187 吉岡 蒔織 4804 寺西 咲喜 7015 北代 智也

3015 道上 陽斗 3808 辻  悠翔 4807 菅  美 優 7025 濱尾 爽花

3078 佐藤 みこと 3823 室谷 歩夢 4810 常木 千唯夏 7040 松浦 智也

3122 古賀  旬 3827 西田 美悠 5020 岩佐 清花 7837 塩﨑 颯良

3125 宮林 学獅 3830 岡本 真侑 5042 北野  詩 7840 藤川 寛大

3139 枝連 さわ

1020 中尾上 理花 3168 東  壱樹 3858 井坂 はな 5802 清水 智映

1031 大友 希洵 3186 島田 蓮大 4032 貝沼 ゆめか 7013 永井  凛

2022 久米 大誠 3807 池田 怜央 4033 7031 藤本 華凛

3011 鷲山 愛沙 3815 長田 蒼汰 4802 三宅 香凛 7047 時任 娃里

3056 福谷 紗希 3818 谷口 夢依 4805 奥山 結衣 7805 藤田 一輝

3086 平野 結愛 3820 川東 翔真 4811 中川 花蓮 7808 津田 翔悟

3103 梅本 茉奈 3821 松好 晃幹 4817 福永 凌介 7816 黒田 崇央

3123 高山 敬悠 3829 村上 愛桜 5044 山本 蒼真 7818 池内  要

3138 橋原 央人 3834 野田 侑里 5045 磯崎 遥貴
以 上

＝＝　準初段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝


