
【珠算】４　級 島田　圭太 （小６） 吉田　倫子 （小３） 中野　美織 （小４） 小畑　昂輝 （小５）

西山維予里 （小５） 西山　淳輝 （小５） 梶浦　　花 （小５） 宇山　佳澄 （小５）

七島　葉奈 （小２） 久志　彩遥 （小２） 稲澤　葉那 （小２） 名田　夢乃 （中１）

岸本　　灯 （小４） 川下　優真 （小６）

５　級 荒井　寧音 （小３） 牛尾龍太郎 （小３） 中西　若菜 （小５） 清水　心優 （小５）

榎本　晴毅 （小３） 岡　　泰良 （小２） 有本　菜々 （小３） 西村　琉花 （小５）

柴田　隼輔 （小３） 松本　　陸 （小２） 尾崎　楓仁 （小３） 𠮷田　結葵 （小３）

津田　小桜 （小３） 三宅　柚花 （小４）

６　級 森下よつば （小１） 松下　陽香 （小３） 大西みのり （小３） 井元　姫奈 （小３）

藤本颯二郎 （小１） 古川　七菜 （小６） 松田　聖芽 （小５） 青木　美來 （小３）

杉山　綾音 （小３） 石井　琢磨 （小３） 古谷颯一朗 （小４） 西田　　真 （小４）

７　級 廣川　大智 （小３） 北田　煌晴 （小２） 松井　皆知 （小３） 久本　彩愛 （小３）

永安　　結 （小２） 伊尾木照乃祐 （小３） 下山　暖麿 （小２） 山﨑　睦士 （小３）

今西　　煌 （小４） 斉藤　百花 （年長） 日野　晴翔 （小４） 西村　知紗 （小３）

三輪　夏希 （小３） 森脇　　雫 （小３）

８　級 北田　煌晴 （小２） 速水　唯依 （小３） 松井　龍心 （小４） 井上　歩実 （小２）

久保　厚貴 （小４） 西岡　朱凛 （小２） 有本　優菜 （小２） 髙谷　雪絵 （小３）

橋本　愛菜 （小５） 日野　晴翔 （小４） 川上　希子 （小１） 木下　晃希 （小３）

永田　剛士 （小３） 梅谷さくら （小５） 五島　啓伸 （小２） 菅野さくら （小３）

田村　泰一 （小３） 瀬戸内美里 （小５） 髙柳　詩乃 （小２）

９　級 本庄　暁翔 （小２） 江並　　蒼 （小２） 中西孝太郎 （小２） 玉垣ひかり （小１）

島田　惠汰 （小１） 片町　倖人 （小２） 前田　望結 （小４） 安田　志保 （小１）

藤原　蒼楽 （小４） 谷藤　功汰 （小２） 辻　　要汰 （小１） 黒田　勇翔 （小２）

平田　和香 （小２） 行成　魁音 （小４） 三角　琉偉 （小５）

第２６１回　一般社団法人兵庫県珠算連盟主催 暗算検定試験

兵庫県珠算連盟・東播珠算連盟主催 （文部科学省 後援） 施行日：令和４年８月２８日
令和４年度第３回　珠算能力検定試験（下級）

（暗算検定合格者は次ページに掲載しています）



【暗算】１　級 田中　太晟 （中２） 小林　陽大 （小６） 秦泉寺理左 （小２）

準１級 永田彩友佳 （中２）

２　級 立岩　尚大 （小４） 野見山大和 （小４） 大道　夢茉 （小４） 梅澤　隼人 （小４）

庄司　美杏 （中１） 増田　和輝 （小６） 尾目明華里 （高２） 吉田　恵翔 （小２）

山本　れい （小４）

準２級 大石　怜世 （中２） 岡本　陽和 （小５） 七島　葉奈 （小２） 久志　彩遥 （小２）

古谷　駿典 （小５）

３  級 有城　紀寿 （小３） 岸　　璃音 （小３） 神代　明斗 （小４） 久保蓮太郎 （小３）

中野　美織 （小４） 吉田　倫子 （小３） 久志　彩遥 （小２） 宮本　勇真 （小６）

成山琥太郎 （小５）

４  級 牛尾龍太郎 （小３） 庄司　飛昇 （小４） 清水　心優 （小５） 松本　悠愛 （小３）

笹川　大斗 （小５） 小畑　悠斗 （小２） 岡　　泰良 （小２） 岡田　　健 （小３）

有本　菜々 （小３） 原　　大修 （小３） 坂元　智華 （小５） 武石　桃花 （小３）

津田　小桜 （小３） 丸山　志歩 （小４） 村上菜望子 （小５） 山本あかり （小６）

釜田　茂典 （小５） 羽田　光輝 （小６）

５  級 野見山結弦 （小２） 森下よつば （小１） 三宅　慶弥 （小２） 大西みのり （小３）

甲斐　音羽 （小３） 武本　華佳 （小５） 藤原　小春 （小６） 西野　玲美 （小４）

石井　彩心 （小５） 伊東　美結 （小４） 川本　真史 （小５） 稲澤　葉那 （小２）

松本　　陸 （小２） 久保田大輝 （小３） 久保田悠悟 （小２） 大西　世津 （小３）

６  級 枝川あいり （小２） 堤　　海琉 （小２） 前田　凪翔 （小４） 戸田　　凱 （小４）

髙谷　綾香 （小５） 是川　樹音 （小４） 金田　有真 （小５） 林　　瑞季 （小１）

松田　聖芽 （小５） 青木　美來 （小３） 杉山　綾音 （小３） 石井　琢磨 （小３）

村上　太亮 （小３） 齊藤　仁菜 （小４） 森田　麻衣 （小４） 脇坂　芽希 （小３）

古谷颯一朗 （小４） 田村　七海 （中１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施行日：令和４年８月２８日


