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第130回 日本珠算連盟段位認定試験 珠算昇段者
≪実施日2020年11月1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

4040 森本 一生

3074 根來 桜子

2002 辻  和奏 4051 茅島 陸斗

2010 村井 希翠 3090 末永  歩 3123 秦  笑花 4044 佐野 幹太

4012 黒川 すず 4042 早野  蓮

1006 福井 湊登 1507 菊池 文香 3172 三木 彩花 4048 深江 萌黄

1016 寺内 羽美 2012 田中 翔優 4038 脇野 悠介 7006 森田 梨湖

1036 嶋田  慧 3005 寺井 美来 4046 興田 佳歩

＝＝　六　段　＝＝

＝＝　四　段　＝＝

＝＝　八　段　＝＝

＝＝　七　段　＝＝

＝＝　三　段　＝＝

＝＝　五　段　＝＝



1010 辻本  陸 3060 小椋 煌太 4002 渡邊 和葉 5041 北 健二朗

3014 杉尾 詩織奈 3133 枝連 そら 5002 平山 愛乃 7025 若林 瑠菜

3049 小林 百瑛 3135 西井 滉大 5014 宮野 陽日 7033 馬場 みづき

1037 古原  忠 3055 金子 祐真 3177 北岡 大空 4050 満田 智也

2009 南 ちあき 3061 尾崎 優希 3522 清水 絵理 4515 大土井 楓賀

2044 福田 凌大 3103 永田 銀河 4016 片山 博翔 5005 坂東 佑真

3004 土屋 百々 3126 川脇 凜太朗 4017 辻本 陽向 5012 平林  奏

3031 一條 理優 3131 山上 朝陽 4019 松田 唯乃 7005 時岡 優衣

3054 米田 剛琉 3155 大石 真白 4045 佐野 吟次朗 7038 原  一葉

1008 東  奏音 3038 津田 光璃 3178 長野 紅華 5017 田中 祐衣

1018 古川 明歩 3050 笠松 羽蘭 3523 豊田 陸公 5020 狩谷 萌生

1019 天野 綾香 3087 鉾木 陽乃 3532 迫田 桃佳 5023 磯田 杏月

1024 中山 愛悠 3093 末永 彩雪 3544 木下  耀 5035 西浦 悠人

2033 田中 優妃 3118 増田 陽咲 4039 髙津 侑良 7008 藤浦 早彩

2043 前村 咲希 3129 片上 剛太 4056 髙橋 瞭斗 7023 有村 萌花

2045 綱嶋 愛実 3137 福元 結心 5013 高原 わこ 7027 頓行 陸人

3013 向井 優人 3171 三木 愛美

1022 菊入 文葉 3134 長澤 有真 4057 笠原  葵 5036 中尾 俊介

2037 曽我部 賢人 3138 山本 茉利衣 4504 山下 晴香 5044 平田 美優

2515 森本 皓太 3141 丸岡 莉彩 4508 菅  彩音 5505 地頭所 暖香

3016 岡 健太郎 3174 泉  花音 4509 小川 実桜 7020 大井 啓太郎

3077 平野 和香 3502 上仲 緑乃 5001 中島 美沙希 7021 和田 拓也

3091 堤  愛華 3506 池野 幸咲 5008 坂東 明莉 7032 文元 一獅

3115 吉冨 紀那 4001 松田 和奏 5031 増田 美桜 7504 佐々 悠介

＝＝　準三段　＝＝

＝＝　二　段　＝＝

＝＝　準二段　＝＝

＝＝　初 段　＝＝



1017 北村 玲皇 2521 生田 光璃 3157 大川 由葵 4505 片山 容加

1033 永田 美波 3008 南　 　准 3513 南野 友花 4506 細見 和希

1038 田守  優 3025 城戸﨑 晃智 3525 阿部 真依 4507 宮城 花梨

1040 寺下 柚月 3027 速水 禎治 3528 村島 美久 4511 吉井 志歩

1506 宮平 早苗 3059 大久保 翔月 3538 高原 颯汰 5007 原 明日香

2006 塩見 なのは 3068 谷川 瑛文 4020 佐伯 羽奈麗 5009 葭本 幸太郎

2036 田口  翼 3104 前川 真緒 4043 二反田 陽翔 5502 山根 彩莉

2506 濵野 天良 3117 楠本 陸斗 4052 五味 美優香 7026 福島 波暖

2512 風間  涼 3154 稲掛 康太 4503 浦口  心 7509 幡山 実咲

以 上

＝＝　準初段　＝＝


