
第１２５回 一般社団法人日本珠算連盟主催 段位認定試験

【珠算】 準初段 髙瀬　智敦 （小６） 黒橋　海光 （小６）

【暗算】 五　段 大東　久也　（中３）

三　段 前川　　 隆 （一般）

準三段 髙瀬　智敦 （小６）

二　段 伊藤　有悟 （小５）

準二段 前川阿梨珠 （高２）

第２１５回　日本商工会議所主催 珠算能力検定試験
（文部科学省　後援） 　施行日：平成３１年２月１０日  　会場：ユーアイ帆っとセンター
【珠算】 １　級 加藤希乃香 （小４） 加藤百々香 （小４） 池田紗音加 （中１） 船引　実里 （小５）

黒田康之亮 （小６） 松井　萌愛 （中１） 古川　樹里 （中１） 寺嶋　由結 （小５）

竹中　綺咲 （小５） 生田菜々美 （小６）

準１級 森本　彩琴 （小６） 菅原　彩純 （小６） 西川　翔己 （中１） 井神ひまり （小５）

福嶌朔太郎 （小５） 中川　美咲 （小６） 一木　麻衣 （小６）

２　級 増田　和奏 （小６） 有城　綾乃 （小６） 池田　侑生 （中２） 入江　知愛 （小５）

沼尻　未優 （中１） 礒野　泰誠 （小６） 三宅　惺真 （小６） 前田　優月 （小６）

井郷すばる （小４） 井郷さくら （中１） 笹倉　舞優 （小５） 岡山　桜愛 （小６）

網干陽太郎 （小６）

準２級 増田　実莉 （小５） 福永　愛加 （小６） 藤原　　 暖 （小６） 稲田愛結芽 （小５）

松下　璃音 （小３） 清原　柚巴 （小５） 伊藤　真緒 （中１） 河原ほのか （中１）

古川　茉穂 （小４） 塩谷　健紘 （小６） 坂本　悠真 （小４） 濵﨑　千菜 （小４）

田中　彩葉 （小４） 山根　百加 （小５） 保田　紗希 （小５） 小原　菜葉 （小６）

大山　心暖 （小５） 高石　礼偉 （小５）

３  級 谷﨑　美音 （小４） 北川　真嵩 （小６） 西村　春輝 （小３） 大道　郁夢 （小４）

岡野　桜生 （小６） 原　　 夏希 （小５） 吉岡　紅葉 （小４） 佐々木奈々 （小６）

藤原　冴那 （小４） 平井　大智 （小５） 萩原　大登 （小５） 打田　悠夏 （小２）

第２４０回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３１年２月１０日
【暗算】 １　級 佐伯　優成 （小６） 井上実紗希 （小５） 川崎　星那 （小５） 柿本　駿介 （小６）

寺嶋　由結 （小５） 宮本　舞華 （中２） 中川　美咲 （小６）

準１級 西瀧歩乃花 （中１） 竹中　綺咲 （小５） 菅原つかさ （小５）

２　級 小林　侑平 （小３） 和田　蓮羽 （小５） 石原佑一郎 （小６） 有城　維乃 （小４）

藤原　侑大 （小４） 佃　　 壮真 （小５） 原　　 夏希 （小５） 入江なごみ （小６）

塩谷　健紘 （小６） 藤原　冴那 （小４） 藤森　可帆 （小２） 宮本　凌汰 （小６）

準２級 岩井　春都 （小６）

３  級 田中由梨枝 （小３） 近藤　七海 （小５） 近藤　彩乃 （小４） 畑岡　姫星 （小４）

菅野　　 葵 （小４） 竹内祥太郎 （小４） 右田　釉梧 （小３） 三柴　由衣 （小３）

松原　慶大 （小４） 寺岡愛梨沙 （小５） 丸毛　涼太 （小５） 青木　心愛 （小５）

寺谷　優妃 （小５） 山本　琴音 （小４） 松本　華奈 （小３） 富田　陽莉 （小４）

常見　彩湖 （小５） 市原　葵梨 （小３） 中来田ゆい （小５） 秦泉寺柚月 （小２）

加藤　　隼 （小４） 大塚　倫平 （中１）

　施行日：平成３１年２月１０日　　会場：ユーアイ帆っとセンター



第２３９回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３０年１２月２日
【暗算】 １　級 坂本　　 翔 （小６） 髙田　悠斗 （小４） 乗池　冬輝 （小５） 森本　彩琴 （小６）

徳永　夏希 （小３） 宮城彩矢香 （小６） 織原　瑞生 （小６） 高木　元気 （小５）

準１級 梶浦　束求 （小６） 川崎　慶大 （小４） 濵﨑　千菜 （小４）

２　級 竹中　蒼透 （小５） 藤本　　 奏 （小３） 本庄　未唯 （小４） 松下　璃音 （小３）

清原　柚巴 （小５） 保田　紗希 （小５） 岸本　康佑 （小４） 井神ひまり （小５）

草壁　尊帝 （小５）

準２級 中川　晴稀 （中１） 村上　達哉 （小５） 藤森　可帆 （小２）

３  級 横山　眞大 （小５） 才原　　 梓 （小５） 高尾倖史郎 （小２） 吉田　　 光 （小３）

藤本　一眞 （中１） 井上　大誠 （小３） 雨松　志季 （小３） 古関　天翔 （小４）

井上　裕人 （小３） 高井　花梨 （小３） 松田　歩実 （小５） 田部　心菜 （小４）

岩本　瑛介 （小２） 菅原　由真 （小５） 藤井　伽音 （小５） 井口　真愛 （小３）

第１２４回 一般社団法人日本珠算連盟主催 段位認定試験
　施行日：平成３０年１０月２８日　　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 準三段 北川　那月 （小５）

準初段 山住　梨帆 （高２）

【暗算】 四　段 北川　那月 （小５）

準三段 上野　耕平 （中３） 藤原　寛太 （小６）

準二段 出口　未桜 （小６） 山下　凌輝 （中３） 吉田　和真 （小６）

第２１４回　日本商工会議所主催 珠算能力検定試験
（文部科学省　後援） 施行日：平成３０年１０月２８日  会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 １　級 伊藤　有悟 （小５） 本田　雅哉 （中３） 小原慎一朗 （小６） 木村　　 颯 （小６）

齊藤　瑠夏 （中２） 渡邊　美和 （高２）

準１級 加藤百々香 （小４） 塔崎　紀美 （高２） 今柳田　鈴 （中２） 大道　来夢 （小６）

下芝　彩菜 （小６） 黒田康之亮 （小６） 松原　法子 （中１） 上野のぞみ （中１）

菅原つかさ （小５） 梶原　佳子 （小６） 生田菜々美 （小６） 吉田　伊吹 （中１）

沼尻　未優 （中１） 寺本　愛実 （小５）

２　級 乗池　輝良 （中１） 上原　康太 （小４） 小田　昂葵 （小６） 柳川　千里 （中３）

阿江　叶心 （中３） 石川　英治 （小６） 坂上　日和 （小６） 坂村　樟悟 （小４）

三嶋　春輝 （小４） 井神ひまり （小５） 一木　麻衣 （小６） 大塚　倫平 （中１）

織原　瑞生 （小６）

準２級 髙田　悠斗 （小４） 古関　若音 （小６） 徳永　夏希 （小３） 水野　晃太 （中２）

有城　綾乃 （小６） 松下　怜加 （小３） 川崎　琉詩 （小３） 松下　昊生 （小６）

柿本　駿介 （小６） 坂本　　 翔 （小６） 山下　真希 （小５） 村上　達哉 （小５）

竹中　蒼透 （小５） 朱山　　 要 （小６） 神澤　悠斗 （小６） 礒野　泰誠 （小６）

礒野　航誠 （小３） 田中　梨夏 （小５） 村上美好菜 （小５） 若田　　 涼 （小４）

三嶋　春輝 （小４） 松井　雅翔 （小５） 吉岡　航汰 （小６） 一橋花心愛 （中１）

植田　耀介 （中２） 大塚　創介 （中３） 岸本　康佑 （小４） 井口　昂亮 （小４）

西瀧　陽代 （小５） 山本　侑楽 （小５） 瀧　　 朱里 （小６） 松本あおば （中１）



３  級 髙橋　比名 （小５） 乗池　冬輝 （小５） 福永　愛加 （小６） 有城　維乃 （小４）

岡田　美里 （小４） 福田　浩基 （中１） 松下　璃音 （小３） 坂本　　 葵 （小４）

佃　　 壮真 （小５） 小林　美結 （小４） 柴原ひなた （小６） 古賀　幸多 （小６）

露口　果那 （小５） 常見　彩湖 （小５） 鈴木　亜湖 （小５） 草壁　尊帝 （小５）

田中　紗楽 （小４） 小原　菜葉 （小６） 大山　心暖 （小５） 高石　礼偉 （小５）

井上陽菜乃 （小４） 塩谷　健紘 （小６） 佃　　 拓磨 （小６） 伊藤　陽菜 （小６）

有田　晃生 （小６） 伊藤　璃來 （小５） 須賀咲耶花 （小５）

第２３８回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３０年１０月２８日

【暗算】 １　級 加藤百々香 （小４） 溝尾　啓人 （中３） 藤本千紗都 （小６） 宮島　恵那 （中３）

礒野　航誠 （小３） 鳥居　千夏 （小６）

準１級 寺本　愛実 （小５）

２　級 林　わかな （小５） 武藤　真明 （小４） 八木　杏菜 （小６） 坂本　悠真 （小４）

山田　有純 （小５） 住谷　真帆 （小５） 吉本　大貴 （小４） 古川　茉穂 （小４）

井口　昂亮 （小４） 渡邊　大輝 （中１）

準２級 梶原　佳子 （小６） 地神　倖希 （小６） 高橋明日香 （小６）

３  級 吉岡　　 塁 （小３） 谷﨑　美音 （小４） 鵜鷹　沙希 （小３） 高木　　 健 （小４）

隅倉　愛陽 （小４） 猪狩　綾乙 （小５） 髙下　智也 （小２） 佃　　 壮真 （小５）

田中　伊織 （小６） 富田　渚央 （小４） 山下　真希 （小５） 小原　菜葉 （小６）

大山　心暖 （小５） 高石　礼偉 （小５） 井村　洸翔 （小４） 宮本　凌汰 （小６）

安友　和哉 （小５）

第２３７回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３０年８月２６日
【暗算】 １　級 下芝　彩菜 （小６） 松本　美柚 （小６） 福田　浩基 （中１） 松岡　愛菜 （中１）

古川　樹里 （中１） 高沢　航之 （中１） 井郷すばる （小４） 渡邊　美和 （高２）

準１級 梶浦　傘太 （中２） 木村　　 颯 （小６）

２　級 松下　怜加 （小３） 川崎　琉詩 （小３） 高山　愛彩 （小６） 竹中　綺咲 （小５）

日野　高正 （小３） 西瀧　陽代 （小５） 笹倉　舞優 （小５） 伊藤　璃來 （小５）

準２級 住谷　真帆 （小５） 井神ひまり （小５） 草壁　尊帝 （小５） 吉本　大貴 （小４）

三嶋　春輝 （小４） 瀧　　 朱里 （小６）

３  級 武藤　真明 （小４） 岡田　美里 （小４） 髙橋　比名 （小５） 石角　昂大 （中１）

柴原ひなた （小６） 黒田　紅葉 （小６） 神部　稜希 （小３） 久保田憲人 （小５）



第１２３回 一般社団法人日本珠算連盟主催 段位認定試験
　施行日：平成３０年６月２４日　　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 準三段 吉本　彩那 （中２） 北面　祐貴 （中１）

準二段 北川　那月 （小５）

初　段 北面　星奈 （中３）

準初段 奥村　圭吾 （専１） 川崎　　遥 （中３）

【暗算】 準三段 前川　　 隆 （一般）

二　段 北面　星奈 （中３）

準初段 髙瀬　智敦 （小６）

第２１３回　日本商工会議所主催 珠算能力検定試験
（文部科学省　後援） 施行日：平成３０年６月２４日  会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 １　級 鷲津ほのか （中２） 岡田　咲良 （中１） 平野　翔也 （高２） 池尻　遥大 （高２）

川上　倖明 （中１） 中川　杏紗 （中２） 越智　仁志 （小６） 髙谷　咲吏 （中２）

宮本　舞華 （中２）

準１級 田中心乃実 （小６） 加藤希乃香 （小４） 鷲津なのか （小６） 溝尾　啓人 （中３）

山﨑　颯斗 （中３） 船引　実里 （小５） 黒田稜太郎 （中２） 水田みいる （中２）

市川　翔太 （中２） 宮城彩矢香 （小６） 小原慎一朗 （小６） 原　磨理子 （小６）

邑上　聡望 （中２） 木村　　 颯 （小６） 高木　綾音 （小６） 竹中　綺咲 （小５）

高木　元気 （小５）

２　級 井上　穂香 （小６） 加藤百々香 （小４） 森本　彩琴 （小６） 生田菜々美 （小６）

森本　真央 （小５） 岩佐　優依 （小６） 松本　美柚 （小６） 山本　結友 （小６）

川崎　星那 （小５） 藤原　寛太 （小６） 林　愛里那 （中２） 福嶌朔太郎 （小５）

寺本　愛実 （小５）

準２級 上原　康太 （小４） 藤本千紗都 （小６） 笹倉　舞優 （小５） 大塚　倫平 （中１）

酒田　歩純 （中１） 岡山　桜愛 （小６） 網干陽太郎 （小６） 井上実紗希 （小５）

松浦　未侑 （小６） 岡村　陽奈 （小６） 水田　望月 （中１） 黒田　明莉 （小４）

宇山由利子 （小５） 三宅　惺真 （小６） 石川　英治 （小６） 前田　優月 （小６）

織原　瑞生 （小６） 串田　桃葉 （小６） 上林山莉奈 （小６） 東　　 菜摘 （中１）

本間　惺琉 （小６） 坂村　樟悟 （小４） 地神　倖希 （小６） 田路　　 柊 （小６）

井神ひまり （小５） 岩井　春都 （小６） 前田　琉斗 （小６） 髙橋明日香 （小６）

３  級 林　わかな （小５） 徳永　夏希 （小３） 増田　実莉 （小５） 藤原　　 暖 （小６）

山根　百加 （小５） 松井　雅翔 （小５） 保田　紗希 （小５） 吉岡　航汰 （小６）

篠原　梨花 （小６） 谷村　泰地 （小６） 本村　朱梨 （小５） 南原小百合 （小５）

稲田愛結芽 （小５） 小椋優利亜 （小５） 松下　怜加 （小３） 川崎　琉詩 （小３）

平田　崇悟 （小４） 松下　昊生 （小６） 本庄　未唯 （小４） 礒野　航誠 （小３）

坂本　悠真 （小４） 丸山　京悟 （小５） 田中　梨夏 （小５） 八木　杏菜 （小６）

豊　　 拓弥 （中２） 渡邊　大輝 （中１） 朱山　　 要 （小６） 村上　達哉 （小５）

竹中　蒼透 （小５） 山下　真希 （小５） 砂川さゆり （小６） 吉本　大貴 （小４）

北口　結菜 （小４） 濵﨑　千菜 （小４） 日野　高正 （小３） 井口　昂亮 （小４）

古川　茉穂 （小４） 山本　侑楽 （小５）



第２３６回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３０年６月２４日

【暗算】 １　級 加藤希乃香 （小４） 安井　伊吹 （一般） 小原慎一朗 （小６） 前田　琉斗 （小６）

２　級 西村　春輝 （小３） 田中　伶央 （小４） 丸山　修輝 （小４） 森本　真央 （小５）

岡野　桜生 （小６） 村上美好菜 （小５） 田中　梨夏 （小５） 礒野　泰誠 （小６）

須賀咲耶花 （小５） 若田　　 涼 （小４） 北口　結菜 （小４） 山本　侑楽 （小５）

準２級 山田　有純 （小５） 日野　高正 （小３） 西瀧　陽代 （小５） 古川　茉穂 （小４）

３  級 前田　尊子 （小３） 宮本　一輝 （小３） 松井　雅翔 （小５） 岸本　康佑 （小４）

藤本　　 奏 （小３） 本庄　未唯 （小４） 松下　璃音 （小３） 北田　快渡 （小６）

石川　英治 （小６） 宮本　凌汰 （小６） 植松　心優 （小６） 光同寺大輔 （小６）

坂本　　 涼 （小５） 岩井　春都 （小６） 井上　朝陽 （小４） 塩谷　健紘 （小６）

第２３５回　一般社団法人日本珠算連盟主催 暗算検定試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：平成３０年４月１５日

【暗算】 １　級 佐々木優綺 （中１） 上原　康太 （小４） 藤本野乃花 （小６） 船引　実里 （小５）

沼尻　未優 （中１）

準１級 田路　   柊 （小６） 寺嶋　由結 （小５）

２　級 北川　真嵩 （小６） 徳永　夏希 （小３） 松田　奈緒 （小６） 大道　郁夢 （小４）

網干　葵巴 （小５） 黒田　明莉 （小４） 平田　崇悟 （小４） 上野のぞみ （中１）

坂村　樟悟 （小４） 濵﨑　千菜 （小４） 生田菜々美 （小６） 梶浦　束求 （小６）

福嶌朔太郎 （小５） 竹下　遥菜 （小６）

準２級 竹中　綺咲 （小５） 北口　結菜 （小４） 竹中　蒼透 （小５） 朱山　　 要 （小６）

３　級 小林　侑平 （小３） 森満　夢逢 （小３） 田中　大晟 （小４） 小原　呼梅 （中１）

稲田愛結芽 （小５） 松下　怜加 （小３） 小林　美結 （小４） 坂本　　 葵 （小４）

松本　優花 （小６） 山田　有純 （小５） 湯谷　彩芽 （小５） 吉本　大貴 （小４）

岩本　知浩 （小４） 藤森　可帆 （小２） 坂本  悠真 （小４） 田淵  一至 （小５）

宇山由利子 （小５） 八木  杏菜 （小６） 三宅  惺真 （小６） 藤原  冴那 （小４）

吉岡  航汰 （小６） 篠原  梨花 （小６） 植田  耀介 （中２） 梅谷　   徳 （小５）

谷村　泰地 （小６） 稲岡　毅人 （小６） 武内　壱颯 （小６） 本多　由樹 （小６）

佐々木奈々 （小６） 田中　尭矢 （中１）


