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第121回 日本珠算連盟段位認定試験 暗算昇段者
≪実施日2017年10月29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

根來 太地

3070 神山 琴絵 3231 堀越 友貴 4040 福田 陸人 7022 梅﨑 隼人
3202 石﨑 悠起

2023 中谷 謙士朗 4046 岩成  桃

4052 永津 敦之 4053 山内 美空

3036 辻本 陽向 3056 小林 咲良 3073 岩本 洋祐 3074 川上 里桜

3020 鍋内 駿翔 3086 横山 晃太 3233 山口 佳乃花 7004 久形 咲葵
3075 吉野 南海人 3198 北村 月瀬 7001 伊神 幸穂

3068

＝＝　十　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　九　段　＝＝



1013 田路 結子 3037 山本 蒼空 4014 久保 優子 7003 宮出 歓菜
3015 藤井 亜衣 3041 掛  星夏 4020 三村 太智 7804 杉田  萌
3023 東本 翔太郎 3079 山下 大翔

3034 上杉 千尋 3087 会津 安香音 3227 小西  葵 4054 井上 心結
3043 長谷川 華音 3136 酒井 麻帆 3803 長船 太紀 5823 乗岡 恭輝
3059 花城 春歌 3154 木下  和 4012 熊谷 晴香 7024 藤岡 海音
3082 西野  歩 3225 唐津 綾香 4041 住吉 海飛 7033 森  奏瑛
3084 田之畑 礼良

1804 青井 友希 3057 江畑 茉珠 3156 近藤 巧都 5006 中串 義将
2016 西邑 悠人 3058 森本 修誠 3819 宮本 真代 5038 三島 結衣
2049 久嶋 真依 3108 澤岻 小太朗 4002 久保 あずみ 7025 太田 さくら
3024 成尾 留奈 3111 大橋 空翔 4049 井上 寛大

1809 福井 湊登 3049 徳山  空 3147 三輪 虹子 5040 新井 優凜子
2036 福田 菜々 3061 藤井 啓史 3173 吉田 温史 7005 塔本 実咲
2054 藤坂 俊佑 3062 江戸 一朗 3840 海道 和希 7008 市岡 真央
2056 久堀 希望 3077 亀井 希朱 4005 波部 朱莉 7036 山元 良介
2806 福岡 暖乃香 3128 山佐 百合香 4017 廣瀬 和哉 7041 大家 希望
3030 畑野 官輝 3130 石飛 冬輝 4815 奥田  花 7803 関本 由芽
3038 松岡 佳子

1009 大谷 夢歩 3002 黒木 美帆 3185 枝連 そら 4057 茅島 悠斗
1020 加島 颯夏 3005 髙橋 舞子 3190 三谷 理桜 4059 西松 美咲
1022 嶋田  慧 3010 難波 秀翠 3210 青山 天寧 4802 藤本 知那
2039 南  達也 3016 西村 向日葵 3806 加藤 煌人 4804 樋口 舞香
2040 五反田　祐佳 3029 林  大翔 3820 鈴木 滉太 4805 平田  壮

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝



2050 大北 涼香 3054 小林 蒼依 3824 磯田 真帆 5027 佐藤 真瑚
2051 福田 優樹 3060 根尾 菜々美 4018 中瀨 和希 5050 本 裕晴
2803 宮﨑 亮太 3105 石田 若菜 4030 村尾 このか 5811 上枝 康平
2805 奥野  麗 3163 内藤 羽琉 4051 西松 優大 7026 田中 里沙

3063 髙田 壮汰朗 3171 庄司 有杜 3842 谷川 紗穂 5047 森内 清文
3090 田 夏実 3175 福田 羚乃 4003 人見 しずく 5802 山岡 俊之
3103 保田 陽南 3178 西村 真於 4024 肥田 花音 5804 小野 涼悟
3110 香西 沙織 3205 中川 千菜美 4043 村田 拡己 5817 井関 啓太
3112 平野 暖奈 3220 高原 杏奈 4045 大土井 楓賀 7007 森田 梨湖
3133 西尾 昂大 3810 谷川 敬郁 4803 武島 樹里 7015 西村 美優
3134 杉山 聡一 3816 大野 幹太 5008 秦  愛来 7017 寺原 隆一郎
3158 植 ほのか 3821 樋口 雄亮 5016 木村  葵 7028 田井 珠緒

1016 寺内 菜奈羽 2804 神庭 歩果 3155 池　若葉 3849 松村 香花
1053 田中 都葵 3027 金  雅怜 3160 志賀 彩香 4009 中嶋 真子
1055 福田 颯香 3040 神守 花音 3194 梶川 潤葉 4022 糸原 真緒
1805 下野 七果 3047 寺井 美来 3214 福桝 咲織 4023 神谷 美緒
1810 高木 晴史 3064 鍋島 碧斗 3216 野中 智太 4055 土岐 那々伽
2018 山中 麻緒 3089 高山 友里 3236 鈴木 聡太 4814 森本 爽月
2022 恩田 有里奈 3093 三鍋 愛佳 3811 宮川  航 5033 沖藤　豊
2038 藪野 佑駿 3131 加藤 美麗 3818 小谷 優斗 5815 中尾 穂香
2052 平井 章太郎 3151 中村  碧 3836 井上 宙大 5819 西浦 悠人
2055 髙橋 永都 3152 前田 詩菜 3848 高橋 一葵 7011 佐伯 寛菜

以 上

＝＝　初 段　＝＝

＝＝　準初段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝


