
第３９１回　公益社団法人全国珠算教育連盟主催　珠算・暗算検定試験
　（文部科学省　後援）　　施行日：令和元年５月２６日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 準六段 北川　那月 （小６）

三　段 齊藤　瑠夏 （中３）

初　段 堀　葉紅風 （中３） 西川　翔己 （中１） 水田みいる （中３）

準初段 古川　樹里 （中２）

【暗算】 八　段 佃　　歩実 （中２）

六　段 遠原　優成 （中２）

準四段 加藤百々香 （小５） 高沢　航之 （中２）

三　段 乗池　冬輝 （小６） 藤本千紗都 （中１）

準三段 徳永　夏希 （小４）

二　段 森本　彩琴 （中１）

準二段 乗池　輝良 （中２）

初　段 塔崎　紀美 （高３）

準初段 大谷　颯吾 （中１）



第３９２回 公益社団法人全国珠算教育連盟主催 珠算・暗算検定試験
　（文部科学省　後援）  施行日：令和元年７月２１日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 四　段 小山　緋理 （中等教５）

準四段 出口　未桜 （中１）

三　段 黒橋　海光 （中１）

初　段 小原慎一朗 （中１）

準初段 寺嶋　由結 （小６） 竹中　綺咲 （小６）

１　級 池田　侑生 （中３） 黒田　明莉 （小５） 増田　和奏 （中１） 森本　彩琴 （中１）

乗池　輝良 （中２） 上原　康太 （小５） 藤本千紗都 （中１） 保田　紗希 （小６）

笹倉　舞優 （小６） 植田　耀介 （中３） 平田　晋吾 （中３）

２　級 岡田　美里 （小５） 入江　夏希 （小６） 田中　紗楽 （小５） 山根　百加 （小６）

上田　歩睦 （小６） 打田　悠夏 （小３） 梶田　光星 （中１）

３  級 右田　釉梧 （小４） 小椋　遼馬 （小４） 新屋　波音 （小５） 三柴　由衣 （小５）

高尾倖史郎 （小３） 小林　美結 （小５） 田中由梨枝 （小４） 畑岡　姫星 （小５）

浦林　礼結 （小５） 松浦　弘裕 （小６） 藤井　伽音 （小６） 濵本　悠衣 （小６）

前川　隼士 （中１） 萩原　大登 （小６） 橋本千紗子 （小５） 金栗　知優 （小３）

津田　優人 （小５） 多田あずさ （小６） 小山凛太朗 （中２）

【暗算】 七　段 遠原　優成 （中２）

五　段 乗池　冬輝 （小６）

準五段 市川　翔太 （中３）

四　段 黒橋　海光 （中１）

三　段 上原　康太 （小５）

二　段 塔崎　紀美 （高３）

準二段 福嶌朔太郎 （小６）

初　段 寺嶋　由結 （小６）



第３９３回　公益社団法人全国珠算教育連盟主催　珠算・暗算検定試験
　（文部科学省　後援）　　施行日：令和元年９月２９日　会場：ユーアイ帆っとセンター
【珠算】 準三段 遠原　優成 （中２） 西川　友捺 （高１）

二　段 吉岡　　俊 （中１）

準二段 網干　理子 （高１） 西川　翔己 （中１）

初　段 古川　樹里 （中２） 竹中　綺咲 （小６）

準初段 石丸　　蓮 （小６） 福嶌朔太郎 （小６）

【暗算】 準六段 乗池　冬輝 （小６） 黒田康之亮 （中１）

五　段 黒橋　海光 （中１）

四　段 上原　康太 （小５）

準四段 船引　実里 （小６）

三　段 織原　瑞生 （中１）

準三段 松下　昊生 （中１）

準二段 高木　元気 （小６）

初　段 川崎　星那 （小６） 酒井　葵衣 （中３）

準初段 佐伯　優成 （中１） 松下　怜加 （小４） 川崎　琉詩 （小４）



第３９４回 公益社団法人全国珠算教育連盟主催 珠算・暗算検定試験
　（文部科学省　後援）  施行日：令和元年１１月２４日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 五　段 北面　祐貴 （中２）

準三段 網干　理子 （高１） 西川　翔己 （中１）

二　段 石丸　　蓮 （小６） 加藤希乃香 （小５） 上原　康太 （小５） 生田菜々美 （中１）

準二段 寺嶋　由結 （小６）

初　段 徳永　夏希 （小４） 藤本千紗都 （中１）

準初段 玉尾　彩香 （中２） 永野　華音 （中３） 今柳田　鈴 （中３）

１　級 松下　璃音 （小４） 松下　怜加 （小４） 清原　柚巴 （小６） 松井　雅翔 （小６）

村上美好菜 （小６） 日野　高正 （小４）

準１級 打田　愛奈 （小５） 打田　悠夏 （小３）

２　級 髙橋　比名 （小６） 田中由梨枝 （小４） 高井　花梨 （小４） 西村　春輝 （小４）

畑岡　姫星 （小５） 田中　伶央 （小５） 安藤　誠浩 （小６） 三柴　由衣 （小５）

坂本　　葵 （小５） 高山　愛彩 （中１） 長間　瑞生 （小５） 山崎　楓馬 （小６）

小原　菜葉 （中１） 伊藤　璃來 （小６） 井郷すばる （小５）

準２級 金栗　知優 （小３）

３  級 松下　栞愛 （小３） 小林　侑平 （小４） 谷﨑　美音 （小５） 植崎　颯斗 （小３）

徳永　小捺 （小４） 青木　心愛 （小５） 横山　そら （小５） 藤原　侑大 （小５）

藤本ひかり （小５） 来田　颯斗 （小５） 隅野　由奈 （小６） 木村　遥斗 （小４）

石井　翔大 （小５） 杉山　　健 （小６） 永野　風雅 （小５） 宅美　柾希 （小５）

櫻井　健人 （小５） 加納　一葉 （小４） 松本　　翔 （小５） 川地　梨世 （中１）

稲岡　毅人 （中１） 加藤　　隼 （小５） 鳥居　拓矢 （小３） 吉田　結翔 （小２）

石賀　眞和 （小５） 瀧本　紗南 （小５） 山本　琴音 （小５） 目出　円花 （小５）

秦泉寺柚月 （小３）

【暗算】 準五段 高沢　航之 （中２）

準四段 前川阿梨珠 （高３）

二　段 寺嶋　由結 （小６） 川崎　琉詩 （小４）

初　段 日野　高正 （小４） 増田　実莉 （小６）

準初段 松下　璃音 （小４） 丸山　修輝 （小５）



第３９５回　公益社団法人全国珠算教育連盟主催　珠算・暗算検定試験
　（文部科学省　後援）　　施行日：令和２年１月２６日　会場：ユーアイ帆っとセンター
【珠算】 五　段 畑　愛梨沙 （中２）

四　段 寺地　咲良 （高２）

三　段 遠原　優成 （中２）

準三段 生田菜々美 （中１） 松井　彩花 （高３）

準二段 古川　樹里 （中２）

初　段 福嶌朔太郎 （小６） 織原　瑞生 （中１）

【暗算】 八　段 越智　仁志 （中１）

準六段 髙瀬　智敦 （中１）

三　段 高木　元気 （小６）

準三段 日野　高正 （小４）

二　段 福嶌朔太郎 （小６）

準二段 松下　璃音 （小４）

初　段 田中由梨枝 （小４） 佐伯　優成 （中１） 松下　怜加 （小４）

準初段 松浦　弘裕 （小６）


