
第３９７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６月２１日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 準四段 酒井　葵衣 （高１）

三　段 黒田康之亮 （中２）

準三段 井口　一葉 （高専１）

二　段 寺嶋　由結 （中１） 玉尾　彩香 （中３） 黒田　明莉 （小６）

準二段 竹中　綺咲 （中１） 織原　瑞生 （中２） 川崎　琉詩 （小５） 森本　真央 （中１）

柳川　千里 （高２）

初　段 吉田　伊吹 （中３） 松下　璃音 （小５） 大谷　颯吾 （中２）

準初段 菅原つかさ （中１） 松下　怜加 （小５） 松本　美柚 （中２）

１　級 岡田　美里 （小６） 松下　昊生 （中２） 坂本　　翔 （中２） 中谷　智輝 （中３）

田中由梨枝 （小５） 古関　若音 （中２） 畑岡　姫星 （小６） 打田　愛奈 （小６）

上田　歩睦 （中１） 梶田　光星 （中２） 山田　有純 （中１） 住谷　真帆 （中１）

高木　元気 （中１） 坂村　樟悟 （小６） 濵﨑　千菜 （小６） 藤森　可帆 （小４）

上野のぞみ （中３） 三嶋　春輝 （小６） 礒野　航誠 （小５） 林　　実慧 （中３）

西瀧歩乃花 （中３） 西瀧　陽代 （中１） 田中　紗楽 （小６） 大山　心暖 （中１）

２　級 植崎　颯斗 （小４） 藤本　　奏 （小５） 平田　崇悟 （小６） 佃　　壮真 （中１）

隅野　由奈 （中１） 岩本　　陸 （中１） 原　　夏希 （中１） 小林　侑平 （小５）

前田　尊子 （小５） 松浦　弘裕 （中１） 小原　呼梅 （中３） 今宮　拓夢 （小６）

鈴木　亜湖 （中１） 吉田　結翔 （小３） 鳥居　拓矢 （小４） 礒野　航誠 （小５）

藤原　冴那 （小６） 石賀　眞和 （小６） 瀧本　紗南 （小６） 髙橋明日香 （中２）

塩谷　健紘 （中２） 藤井　はな （小６） 楡井　瑚子 （小６） 須賀咲耶花 （中１）

準２級 澁谷　心美 （小５）

３  級 北野　利宜 （小４） 福島　昊芽 （小４） 山中　勇輝 （小４） 山口　裕大 （小５）

橋本　滝介 （小５） 丸毛　涼太 （中１） 水田　結月 （小４） 椿　　小夏 （小４）

岡田　桃華 （中１） 大歳　咲季 （中１） 関岡　沙季 （小４） 香川　颯汰 （小３）

鵜鷹　沙希 （小５） 香川真里奈 （小５） 久保幸太郎 （小４） 岡本　悠吾 （小４）

山﨑愛梨香 （中２） 山下　颯斗 （小５） 丸山　夏芽 （小６） 木村　瑞希 （小６）

神野　真輝 （中２） 毛利　悠夢 （小４） 卜部　奨梧 （小３） 山野　卯嵩 （小１）

池田　　華 （小５） 森川　結菜 （中１） 渡邊　裕太 （小６） 和田　麗未 （小６）

川上　千宝 （中１）

【暗算】 七　段 林　里音奈 （高１）

六　段 井口　一葉 （高専１）

準六段 寺地　咲良 （高３）

準四段 田中　佑奈 （中３） 松下　怜加 （小５）

三　段 日野　高正 （小５） 福嶌朔太郎 （中１） 竹中　蒼透 （中１） 田中由梨枝 （小５）

準三段 生田菜々美 （中２） 松下　璃音 （小５） 川崎　琉詩 （小５）

二　段 吉田　結翔 （小３）

準二段 打田　愛奈 （小６） 増田　実莉 （中１）

初　段 山田　有純 （中１）

準初段 坂村　樟悟 （小６） 竹中　綺咲 （中１）



第３９８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７月２６日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 六　段 北川　那月 （中１）

準六段 寺地　咲良 （高３）

準五段 佃　　歩実 （中３）

準四段 越智　仁志 （中２） 遠原　優成 （中３）

三　段 櫻井　香織 （高１）

準三段 吉岡　　俊 （中２） 船引　実里 （中１）

二　段 竹中　綺咲 （中１）

準二段 菅原つかさ （中１）

初　段 有城　綾乃 （中２）

準初段 日野　高正 （小５） 増田　和奏 （中２）

１　級 古川　茉穂 （小６） 三柴　由衣 （小６） 本庄　未唯 （小６） 有城　維乃 （小６）

高山　愛彩 （中２） 乗池　冬輝 （中１） 森辻　七海 （高２） 佐伯　優成 （中２）

本間　惺琉 （中２） 吉本　大貴 （小６）

準１級 金栗　知優 （小４）

２　級 山中　勇輝 （小４） 横山　そら （小５） 深田　朱里 （小５） 徳永　小捺 （小５）

松下　栞愛 （小４） 満田　吉春 （小６） 宮本　翔真 （小５） 加納　一葉 （小５）

松本　　翔 （小６）

準２級 山下　颯斗 （小５） 黒田　結菜 （小５） 木村　瑞希 （小６） 丸山　夏芽 （小６）

３  級 中野　瑛太 （小５） 岡　　雄吾 （小４） 橋本　　音 （小５） 立岩　虹海 （小５）

吉田　　光 （小５） 大前　　楓 （小５） 石原涼二郎 （小５） 吉岡　　塁 （小５）

宮本　一輝 （小５） 和田　蓮羽 （中１） 三村　恵樹 （小４） 濵本　莉子 （小５）

山野　守生 （小６） 水谷　奈未 （小６）

【暗算】 六　段 寺地　咲良 （高３） 田中由梨枝 （小５）

五　段 川崎　琉詩 （小５）

準五段 吉田　結翔 （小３） 織原　瑞生 （中２）

四　段 高木　元気 （中１） 福嶌朔太郎 （中１） 船引　実里 （中１）

準三段 濵﨑　千菜 （小６） 酒井　葵衣 （高１）

二　段 坂村　樟悟 （小６） 竹中　綺咲 （中１） 小林　侑平 （小５）

準二段 若田　　涼 （小６） 佐伯　優成 （中２） 川崎　星那 （中１）

初　段 梶浦　束求 （中２）

準初段 佃　　壮真 （中１）



第３９９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９月２７日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 四　段 四ツ橋伸之奨 （大３）

三　段 吉岡　　俊 （中２） 西川　友捺 （高２）

準三段 藤本千紗都 （中２）

二　段 徳永　夏希 （小５） 有城　綾乃 （中２）

初　段 坂村　樟悟 （小６） 原　磨理子 （中２） 金田紗弥花 （中３）

準初段 三嶋　春輝 （小６）

１　級 植崎　颯斗 （小４） 山中　勇輝 （小４） 大道　郁夢 （小６） 坂本　　葵 （小６）

高井　花梨 （小５） 吉田　結翔 （小３） 打田　悠夏 （小４） 長間　瑞生 （小６）

２　級 右田　釉梧 （小５） 新屋　波音 （小６） 丸山　修輝 （小６） 椿　　小夏 （小６）

宮本　一輝 （小５） 谷﨑　美音 （小６） 木村　奏心 （小６） 卜部　奨梧 （小３）

山本　琴音 （小６） 澁谷　心美 （小５） 山下　颯斗 （小５） 石井　翔大 （小６）

丸山　夏芽 （小６） 櫻井　健人 （小６） 宅美　柾希 （小６） 橋本千紗子 （小６）

３  級 瀬戸　華蓮 （小５） 三宅　真布 （小５） 小林　寛弥 （小３） 松本　莉空 （小５）

古関　天翔 （小６） 藤原　　岳 （小５） 薬師神友鈴 （中１） 丸一　志帆 （小６）

原　　脩悟 （中１） 井上紗和子 （小４） 村上　舜一 （小４） 永田彩友佳 （小６）

【暗算】 準六段 吉田　結翔 （小３）

四　段 礒野　航誠 （小５）

準三段 坂村　樟悟 （小６） 打田　愛奈 （小６）

二　段 丸山　修輝 （小６）

準二段 畑岡　姫星 （小６） 藤本　　奏 （小５）

準初段 草壁　尊帝 （中１）



第４００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１１月２９日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 四　段 西川　友捺 （高２）

準四段 櫻井　香織 （高１） 徳永　夏希 （小５） 生田菜々美 （中２）

三　段 竹中　綺咲 （中１） 原　磨理子 （中２） 宮城彩矢香 （中２）

二　段 藤森　可帆 （小４） 金田紗弥花 （中３）

準二段 三嶋　春輝 （小６） 坂村　樟悟 （小６） 松井　雅翔 （中１）

初　段 濵﨑　千菜 （小６） 打田　愛奈 （小６） 礒野　航誠 （小５） 岡山　桜愛 （中２）

準初段 乗池　冬輝 （中１）

１　級 佃　　壮真 （中１） 満田　吉春 （小６） 藤井　はな （小６） 加納　一葉 （小５）

金栗　知優 （小４） 今宮　拓夢 （小６）

準１級 澁谷　心美 （小５） 石井　翔大 （小６） 宅美　柾希 （小６）

２　級 青木　心愛 （小６） 橋本　滝介 （小５） 藤原　侑大 （小６） 大歳　咲季 （中１）

石倉　　桜 （小６） 和田　蓮羽 （中１） 森辻　美海 （中３） 池田　　華 （小５）

前川　隼士 （中２） 毛利　悠夢 （小４） 黒田　結菜 （小５） 三村　恵樹 （小４）

加藤　　隼 （小６）

準２級 村上　舜一 （小４） 永田彩友佳 （小６）

３  級 釜田　悠矢 （小４） 李　　尚武 （小３） 大歳　咲来 （小４） 松村　彩音 （小５）

山田　朝陽 （小５） 竹本　光秀 （小６） 小田　結愛 （小６） 佐々木　樹 （小４）

藤森　恋羽 （小４） 石井　奏多 （小５） 齊藤　海音 （小５） 高橋　奈々 （小６）

才原　　梓 （中１） 原田くらら （小４） 上田　悠月 （小４） 長谷川綾音 （小４）

松林　真穂 （小６） 上迫　鈴茉 （小６） 松下　大祐 （小４） 田中　芽以 （小４）

松尾　優奈 （小６）

【暗算】 準五段 礒野　航誠 （小５） 上原　康太 （小６）

準四段 生田菜々美 （中２）

三　段 徳永　夏希 （小５）

準三段 竹中　綺咲 （中１） 畑岡　姫星 （小６） 入江　夏希 （中１）

二　段 古川　樹里 （中３） 草壁　尊帝 （中１） 中川　美咲 （中２）

準二段 満田　吉春 （小６）

初　段 打田　悠夏 （小４） 山中　勇輝 （小４）

準初段 有城　維乃 （小６）



第４０１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３年１月３１日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 六　段 寺地　咲良 （高３）

二　段 古川　樹里 （中３） 福嶌朔太郎 （中１）

準二段 田中由梨枝 （小５）

初　段 吉田　結翔 （小３）

準初段 吉本　大貴 （小６） 山中　勇輝 （小４）

【暗算】 準六段 黒橋　海光 （中２）

準五段 徳永　夏希 （小５）

四　段 山中　勇輝 （小４）

三　段 古川　樹里 （中３） 若田　　涼 （小６） 坂村　樟悟 （小６） 中川　美咲 （中２）

準三段 高尾倖史郎 （小４） 松本　美柚 （小６）

二　段 佐伯　優成 （中２） 有城　維乃 （小６）

準初段 松下　栞愛 （小４） 西村　春輝 （小５）



第４０２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３年３月２１日　会場：ユーアイ帆っとセンター

【珠算】 三　段 吉田　結翔 （小３） 森本　真央 （中１）

準三段 打田　悠夏 （小４） 福嶌朔太郎 （中１） 森本　彩琴 （中２） 高沢　帆夏 （高３）

礒野　航誠 （小５）

初　段 吉本　大貴 （小６） 本庄　未唯 （小６） 川崎　星那 （中１）

準初段 古川　茉穂 （小６） 西瀧歩乃花 （中３） 若田　　涼 （小６） 高木　元気 （中１）

金栗　知優 （小４） 今宮　拓夢 （小６） 田中　紗楽 （小６） 三柴　由衣 （小６）

有城　維乃 （小６）

１　級 新屋　波音 （小６） 青木　心愛 （小６） 椿　　小夏 （小４） 徳永　小捺 （小５）

大歳　咲季 （中１） 原　　夏希 （中１） 山下　颯斗 （小５） 澁谷　心美 （小５）

櫻井　健人 （小６） 宅美　柾希 （小６） 丸山　夏芽 （小６） 草壁　尊帝 （中１）

田中　彩葉 （小６） 松下　栞愛 （小４） 小林　侑平 （小５） 宮本　一輝 （小５）

入江　夏希 （中１） 井口　昂亮 （小６） 池田　　華 （小５） 卜部　奨梧 （小３）

鳥居　拓矢 （小４） 石賀　眞和 （小６） 多田　琴美 （小６）

準１級 三村　恵樹 （小４） 木村　瑞希 （小６）

２　級 北野　利宜 （小４） 釜田　悠矢 （小４） 福島　昊芽 （小４） 山口　裕大 （小５）

橋本　　音 （小５） 水田　結月 （小４） 松村　彩音 （小５） 吉田　　光 （小５）

大前　　楓 （小５） 三宅　真布 （小６） 岡田　桃華 （中１） 井上紗和子 （小４）

永野　風雅 （小６） 石原涼二郎 （小５） 髙田　悠斗 （小６） 久保幸太郎 （小４）

岡本　悠吾 （小４） 浦林　礼結 （小６） 丸一　志帆 （小６） 後藤　陽向 （中２）

準２級 田中　芽衣 （小４） 河野　りさ （小４） 原田くらら （小４） 上田　悠月 （小４）

村上　舜一 （小４） 長谷川綾音 （小４） 松林　真穂 （小６）

３  級 北野　伶奈 （小３） 南　　陽樹 （小４） 松原　諄大 （小４） 梅田　咲良 （小４）

高下　智也 （小４） 大林　未奈 （小５） 植田　裕太 （小４） 貝原　花歩 （小６）

山﨑優梨香 （中２） 豊田慎太郎 （小５） 卜部ひまり （小３） 千賀　斗晴 （小６）

橋本佳那子 （小４） 羽田　紗菜 （小６） 石井　心陽 （小６） 森本　大輝 （中１）

【暗算】 七　段 田中由梨枝 （小５）

六　段 吉田　結翔 （小３） 礒野　航誠 （小５）

五　段 高沢　航之 （中３）

三　段 打田　悠夏 （小４） 今宮　拓夢 （小６） 佐伯　優成 （中２）

準三段 川崎　星那 （中１）

二　段 櫻井　香織 （高１） 藤本　　奏 （小５）

初　段 西村　春輝 （小５）

準初段 井上　裕人 （小５）


