令和２年度 一般社団法人兵庫県珠算連盟主催 珠算能力検定試験
施行日：令和２年６月２８日 会場：ユーアイ帆っとセンター
【珠算】 準１級 田中由梨枝 （小５） 富田 陽士 （中１） 神澤 悠斗 （中２） 吉田 結翔 （小３）
田中

紗楽 （小６） 網干陽太郎 （中２）

準２級 前田

尊子 （小５） 谷﨑

橋本

美音 （小６） 浦林

礼結 （小６） 小原

呼梅 （中３）

凛 （小５） 早川湖々音 （小４） 卜部

奨梧 （小３） 目出

円花 （小６）

翔 （小６） 森川

結菜 （中２）

廣瀨

はる （小５） 加納

前川

隼士 （中２）

一葉 （小５） 松本

令和２年度第２回 珠算能力検定試験（下級）
（一社）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２年６月２８日

【珠算】 ４ 級 小田 結愛 （小６） 北野 伶奈 （小３） 松原 諄大 （小４） 梅田 咲良 （小４）
松本

萌花 （小４） 河野莉桵奈 （小５） 田中

想大 （小６） 李

尚武 （小３）

入江

櫂都 （小５） 鈴木

蒼波 （小５） 福田

真花 （小５） 松下

大祐 （小４）

奥野

幸宏 （小５） 玉野

理乃 （小５） 末永

亮介 （小５） 礒野

凌誠 （小２）

知華咲 （小６） 黒田

若菜 （小４） 高橋

奈々 （小６） 橋本佳那子 （小４）

級 中田未由香 （小５） 濵田

維人 （小４） 今田

稀帆 （小５） 高尾

泰司 （小４）

陽美 （小３） 河野

りさ （小４） 黒田

陽華 （小３） 松本

稜司 （小２）

萩野真名美 （小５） 高田

稟大 （小６） 岩橋

樹里 （小５） 神本

聡太 （小５）

卜部ひまり （小３） 中川

将広 （小５） 梶原

千愛 （小５） 澤田

奈緒 （小５）

澤田

唯奈 （小５） 森川

和奏 （小４） 植田

祥伍 （小６）

級 大石

逢生 （小５） 丸山

礼義 （小４） 三柴健太郎 （小４） 園田虎太郎 （小３）

高永

凛碧 （小３） 藤本

光珀 （小３） 木村

葉月 （小３） 中濱

真瑠 （小４）

藤田

桃子 （小４） 山田

隼也 （小３） 池淵

妃志 （小５） 山本

れい （小２）

村上

陽彩 （小３） 星原

芽衣 （小４） 岩谷

泰怜 （小２） 五島

大輔 （小２）

濵本

修 （小３） 和田

級 橋田

葵衣 （小４） 岡本

原
５

松下

６

７

８

９

悠汰 （小４） 尾島穂乃花 （小５） 西海ひより （小６）
紗奈 （小１） 福島

駿芽 （小２） 大道

夢茉 （小２）

金本

悠仁 （小２） 片山琥太郎 （小３） 甲斐

杏奈 （小３） 井上

仁孝 （小３）

佃

柚希 （小３） 高見

隆幸 （小４） 山本

れい （小２） 藤田

藍子 （小２）

岩本

夏奈 （小２） 佐向

慧胡 （小５） 佐向

宥胡 （小５） 山﨑

広也 （小４）

乾

蒼汰朗 （小２） 岡元

級 岡

拓磨 （小２） 山中

敦司 （小２） 野見山大和 （小２） 塩崎

水田

夏葵 （小１） 梅澤

隼人 （小２） 橋本

沙和 （小２） 今泉

慧 （小３）

水野

絢翔 （小３） 能木

咲礼 （小３） 秦泉寺理左 （年長） 竹裏

清寿 （小２）

今竹

葉生 （小２） 成山琥大郎 （小３） 濱口

雄太 （小４） 西海

弘士 （小４）

悠士 （小１） 今田

敦司 （小２） 立岩

尚大 （小２）

野見山大和 （小２） 甲斐

音羽 （小１） 藤本穂乃花 （小３） 石井

翼 （小２）

萩野

航輝 （小１） 稲岡

一翔 （小２） 田中

光稀 （小４） 岡田

愛生 （小４）

大塚

琴羽 （小５） 眞井

芹 （小３） 星原

央誠 （小２） 瀬戸

栄達 （小２）

堀江

恵愛 （小３）

級 齊藤

彩夏 （小２） 中野愉衣子 （小３）

琉稀 （小１） 山中

悠央 （小４）

（暗算検定合格者は次ページに掲載しています）

第２４８回 一般社団法人兵庫県珠算連盟主催 暗算検定試験
施行日：令和２年６月２８日
【暗算】 １ 級 西村 春輝 （小５） 畑岡 姫星 （小６） 高尾倖史郎 （小４） 打田 悠夏 （小４）
２

級 関岡

沙季 （小４） 久保幸太郎 （小４） 岡本

悠吾 （小４） 小田

結愛 （小６）

南

陽樹 （小４） 植崎

颯斗 （小４） 橋本

滝介 （小５） 池田

侑生 （高１）

徳永

小捺 （小５） 塩谷

健紘 （中２） 丸山

夏芽 （小６） 玉尾

彩香 （中３）

金栗

知優 （小４） 中川

晴稀 （中３） 山野

卯嵩 （小１） 日野

英明 （小４）

田中

紗楽 （小６）

準２級 三村

恵樹 （小４） 田中

伊織 （中２） 木村

奏心 （小６）

３

級 藤田

情生 （小５） 藤原

伊吹 （小５） 芳本

麻楠 （小５） 松原

諄大 （小４）

梅田

咲良 （小４） 高尾

泰司 （小２） 李

尚武 （小３） 鈴木

蒼波 （小５）

橋本

庵 （小３） 中本

俊輔 （小５） 高田

稟大 （小６） 卜部

奨梧 （小３）

知華咲 （小６） 小林

陽大 （小４） 池田

原
４

５

級 古川

日葵 （小３） 今田

稀帆 （小５） 田中

想大 （小６） 小林

俊太 （小３）

松下

陽美 （小３） 高橋

海秀 （小４） 國政

乙花 （小５） 河野

りさ （小４）

松下

大祐 （小４） 松本

稜司 （小２） 上田

悠月 （小４） 植田

裕太 （小４）

長谷川綾音 （小４） 松林

真穂 （小６） 中川

愛結 （小５） 末永

亮介 （小５）

分銅

悠晴 （小２） 日野

祐希 （小１）

翔大 （小３） 岸

大翔 （小５） 大石

逢生 （小５） 濵田

維人 （小４）

直樹 （小４） 中野

藍司 （小４） 黒川

樹人 （小５） 野口

楓雅 （小４）

唐津あやは （小４） 山添

琴音 （小４） 福田

真花 （小５） 宮本

勇馬 （小４）

舜一 （小４） 小川よつば （小４） 高見

隆幸 （小４） 酒居

虎臣 （小５）

級 石川
澤田
村上

６

華 （小５）

竹本智由希 （小５） 樽角真紗音 （小４） 山田

隼也 （小３） 卜部ひまり （小３）

藤田

桃子 （小４） 西岡

佳暖 （小５） 澤田

奈緒 （小５） 澤田

唯奈 （小５）

酒田

一歩 （小３） 濵本

修 （小３） 和田

悠汰 （小４） 脇坂

芽彩 （小４）

西村

厚志 （小５）
晴 （小４） 藤原

由羽 （小３） 松田

葵 （小４）

藤原

奏愛 （小５） 金光恋ノ葉 （小４） 木村

葉月 （小３） 吉田

向希 （小３）

川上

千穂 （小４） 秋山

聡太 （小４） 薬師神日向 （小３） 神本

聡太 （小５）

佐向

宥胡 （小５） 五島

大輔 （小２） 井上

蒼空 （小６）

級 橘田

悠春 （小４） 阪本

将太 （小５） 前田

