
☆は新記録

種　目 氏　名 記録 回 優勝 ２等 ３等

乗 算 土屋　宏明 ２７秒４ 64 勝又　美貴 ３７秒２ 原子　雄成 ３９秒３ 土屋　宏明

除 算 土屋　宏明 ２４秒６ 64 土屋　宏明 ２６秒０ 勝又　美貴 ２７秒０ 原子　弘務 ３９秒３

見 取 算 土屋　宏明 ３４秒２ 67 土屋　宏明 ３６秒９ 勝又　美貴 ４１秒７ 原子　弘務

伝 票 算 土屋　宏明 ３７秒９ 66 若松　尚弘 ４９秒３ 阿久根誠司 ５４秒４ 大関　一誠 ５８秒５

読 上 算 　　　　　 松石　夏実
土屋　宏明
浅野　貴広

読上暗算 　　　　　 松田沙也香 土屋　宏明 北村　瑠菜

乗 暗 算 土屋　宏明 １３秒２ 64 宮本理香子 １４秒３ 眞鍋　雅行 １７秒８ 堀内　遥斗

除 暗 算 土屋　宏明 　８秒４ 64 坂田　純成 ８秒７ 原子　弘務 １０秒６ 勝又　美貴 １１秒０

見取暗算 土屋　宏明 １９秒４ 67 杵川日向雅 ２４秒０ 高倉佑一朗 ２４秒２ 原子　弘務 ２５秒２

伝票暗算 堀内　祥加 ２１秒６ 66 土屋　宏明 ２３秒２ 松田沙也香 ２４秒３ 大関　一誠 ２５秒４
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種目別最優秀
（松本杯） 土屋　宏明

　　　　　

　　　　　



等位 団体名 点数 等位 選手氏名 団体名 点数 等位 選手氏名 団体名 点数

優　　勝 はやしそろばん総合学園（宮城） 3520 優　　勝 松田沙也香 松田珠算塾（石川） 1200 最優秀 堀内　遥斗 流山市立南流山中学校 1200

準優勝 そろばん教室ＵＳＡ（埼玉） 3515 準優勝 土屋　宏明 土屋そろばん教室（宮城） 1200 金本　大夢 生駒市立上中学校 1175

２　　等 一條珠算塾（北海道） 3475 ２　　等 原子　弘務 Sanraku Soroban School（東京） 1200 亀山　太陽 石巻市立門脇中学校 1170

Sanraku Soroban School（東京） 3455 ２　　等 堀内　遥斗 けいさんぎのう（千葉） 1200 坂田　純成 福岡市立松崎中学校 1140

立命館大学（大阪） 3435 ２　　等 一　　長門 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校（大阪） 1195 藪内　颯人 宝塚市立宝塚中学校 1125

３　　等 けいさんぎのう（千葉） 3390 ２　　等 鈴木ひとみ 立命館大学（大阪） 1190 三島　孝太 名張市立名張中学校 1125

金子珠算塾（千葉） 3390 ２　　等 勝又　美貴 はやしそろばん総合学園（宮城） 1190 矢吹　佑人 桑折町立醸芳中学校 1080

星の郷総合教室（大阪） 3385 ３　　等 弥谷　拓哉 そろばん教室ＵＳＡ（埼玉） 1190 梶本　悠生 交野市立第四中学校 1050

椋本珠算学校（三重） 3365 ３　　等 金子　優希 金子珠算塾（千葉） 1185 安宅　佑亮 珠洲市立緑丘中学校 1045

松田珠算塾（石川） 3245 ３　　等 黒澤　大地 けいさんぎのう（千葉） 1180 川　理久 千葉市立蘇我中学校 1045

３　　等 大関　一誠 一條珠算塾（北海道） 1180 大内　悠聖 交野市立第四中学校 1040

３　　等 若松　尚弘 一條珠算塾（北海道） 1175

３　　等 杵川日向雅 椋本珠算学校（三重） 1175

３　　等 金本　大夢 星の郷総合教室（大阪） 1175

３　　等 原子　雄成 Sanraku Soroban School（東京） 1170 等位 選手氏名 団体名 点数

３　　等 金本　愛夢 星の郷総合教室（大阪） 1170 最優秀 金本　愛夢 生駒市立生駒台小学校 1170

３　　等 中村　一輝 けいさんぎのう（千葉） 1170 辻窪　凛音 さいたま市立尾間木小学校 1165

佳　　良 亀山　太陽 はやしそろばん総合学園（宮城） 1170 小川　理緒 宇都宮市立横川東小学校 1135

佳　　良 森　　拓磨 はやしそろばん総合学園（宮城） 1170 小原　陽菜 さいたま市立大宮小学校 1075

佳　　良 辻窪　凛音 そろばん教室ＵＳＡ（埼玉） 1165 大内　崚聖 交野市立私市小学校 1050

佳　　良 前島幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ（埼玉） 1160 眞鍋　雅行 奈良市立富雄北小学校 970

佳　　良 北村　瑠菜 金子珠算塾（千葉） 1160 近藤　伸乃介 亀山東小学校 955

佳　　良 藤井　智貴 はやしそろばん総合学園（宮城） 1160 植田　咲太朗 春日井市立丸田小学校 950

佳　　良 髙橋　　力 高橋そろばん塾（神奈川） 1160 矢吹　春菜 桑折町立醸芳小学校 920

佳　　良 本　寛敬 神戸あんざんアカデミー（兵庫） 1145 鷹澤　　希 春日部市立藤塚小学校 910

佳　　良 坂田　純成 福岡市立松崎中学校 1140 畠山　裕登 練馬区立中村小学校 880

佳　　良 宮本　理香子 宮本暗算研究塾ＭＡＸ（東京都） 1140

優　　秀

中学生　最優秀・優秀選手

優　　秀

小学生　最優秀・優秀選手
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