
2023/2/28

第137回 日本珠算連盟段位認定試験 珠算昇段者
≪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

笠松 亜斗武

7023 中野 和佳

3533 石﨑 智久

3009 梶元 夏海 4026 早野  蓮 4028 深江 萌黄 4041 髙橋 瞭斗

3534 冀北 彩芽

1002 梅本 莉奈 3167 毛利 拓真

2016 長友 遙風 3113 西尾 昂大 3518 石川 陽菜 4044 酒向 柚希

3019 中村 美七瀬 3119 澤田  健 4023 平生 絵理 7024 冨永 乃愛

3022 金  善希 3120 川脇 凜太朗 4043 西能 璃世

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　十　段　＝＝

3505

＝＝　七　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝



1018 北村 玲皇 3112 林  京佳 3188 三木 愛美 5028 狩谷 萌生

2012 松林 璃空 3143 山本 茉利衣 4037 林　 　蓮 5041 鈴木 佳歩

3017 金森 大敏 3148 山口 紗愛 5017 原口 廉都 7028 濱尾 菜々花

3030 金  悠伸

1024 松本 楓香 3045 野田  陸 4017 笹田 明日香 7020 塩谷 心優

2010 森  航大 3150 小出 莉空 4045 安藤 美遥 7506 渡邊 明衣

2502 前田 莉来 3159 村上 寛季 4050 立川 紗彩 7522 小林 未來

3041 加藤 煌人

1506 篠原 良平 3037 豊川 沙彩 3133 新  統吉 4021

1508 前岑 知依 3056 福谷 紗希 3146 佐藤 未歩子 4040 住野 剛悠

1515 浅野 志歩 3073 松田 楓羅 3183 高岡  柚 5020 岩佐 清花

2015 福庭 遙真 3076 森田 琉聖 3502 今井 紅菜 5031 村上 世夏

2019 佐藤 真衣 3094 山田 くう 3521 芝  駿太 5051 平田 美優

3005 花谷 心音 3121 川脇 小乃羽 3522 田中 美月 7025 濱尾 爽花

3033 池田  湊

1007 金子 悠佳 3122 古賀  旬 3543 原田 惇輝 5039 松田 耀大

1012 田村 京楓 3134 有村 隆晃 3544 延藤 理紗 5050 舩木 志織

1013 瀧口 誠人 3149 白澤 七海 4016 毛利 美里 5505 酒井 りの

1029 福田 綾乃 3162 大澤 愛璃 4018 西島 心美 7007 住野 あんな

1031 大友 希洵 3184 池田 瑛汰 4046 荒平 隆翔 7013 永井  凛

1503 岸本 篤斗 3186 島田 蓮大 4504 佐々木 智菜 7022 中野 佳歩

2514 中辻 涼佳 3508 北池 達真 5007 薗田 一翔 7043 岡田 舞杏

3013 武地 皇星 3513 佐藤 里咲 5010 坂本 心海 7502 山崎 桃佳

3016 下敷領 葵 3524 松田 香里奈 5018 原口 陽都 7510 上村 恋羽

3086 平野 結愛 3536 西田 壮介 5038 渡部 友菜 7516 平原  旭

3115 堀之内  煌 3537 永池 怜花

＝＝　初 段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



1026 戸円 つむぎ 2526 中野 京吾 3147 川野  詩 4032 貝沼 ゆめか

1505 佐藤 未彩 3014 大槻 侑璃 3176 中野 斉俊 4036 津﨑 潤人

1516 高橋 蓮弓 3042 岡田 かれん 3191 辻  幸佑 4502 石井 心乃

1517 泊  紗希菜 3080 橋本 悠久 3512 古岡 柊一郎 4503 福本 佳仁

2003 細川 遥加 3083 山下 琴葉 3528 大久保 紫陽 4510 野田 健真

2013 板倉 靖水 3098 川口  諒 3545 坂口 莉心 5046 中村 美桜

2031 塩見 百椛 3103 梅本 茉奈 4009 重冨 百楽 7052 波田 彩花

2033 藤本 眞子 3116 中島 寛人 4015 山之内 はな 7505 小林 愛奈

2518 杉原 里奈 3139 枝連 さわ
以 上

＝＝　準初段　＝＝


