
主催

一般社団法人 大阪珠算協会 令和 2 年 11 月 3 日 実施

等 位 選 手 氏 名 所属略称 得点 等 位 選 手 氏 名 所属略称 得点 等 位 選 手 氏 名 所属略称 得点

優 勝 下川原 空良 星の郷 500 優 勝 佐野 幹太 星の郷 500 優 勝 江口 尊琉 星の郷 500

準 優 勝 山下 輝心 久保教場 500 準 優 勝 尻谷 月菜 広原塾 500 準 優 勝 山内 美空 星の郷 500

２等１席 久原 遥真 星の郷 500 ２等１席 西畑 美伶 星の郷 500 ２等１席 笠松 亜斗武 中橋教室 500

２等２席 行広 龍飛 田代珠算会 500 ２等２席 下川原 沙希 星の郷 500 ２等２席 久保 優子 久保教場 495

２等３席 森末 健心 田代珠算会 500 ２等３席 黒川 すず 久保教場 500 ２等３席 小林 咲良 中橋教室 495

２等４席 梅本 莉奈 藤田珠算 500 ２等４席 冀北 彩芽 広原塾 495 ２等４席 小亀 響子 田代珠算会 495

２等５席 佐竹 那菜 田中教場 500 ２等５席 堀井 愛海 福山塾 495 ２等５席 三村 太智 久保教場 495

２等６席 髙橋 瞭斗 星の郷 495 ２等６席 田村 悠音 米田教場 495 ２等６席 津山 聡花 米田教場 490

２等７席 北野 結莉 広原塾 495 ２等７席 山本 若葉 福山塾 495 ２等７席 寺井 美来 河村教室 490

２等８席 森中 華音 広原塾 490 ２等８席 小出 唯楓 下田教場 495 ２等８席 森本 一生 星の郷 485

２等９席 中澤 和哉 とうごん 490 ２等９席 米田 剛琉 中橋教室 490 ２等９席 西口 穂花 久保教場 485

２等10席 友田 拓朗 中橋教室 490 ２等10席 津田 光璃 米田教場 490 ２等10席 中西 愛幸 清里教場 485

３等１席 金成 夏希 田中教場 490 ３等１席 森 茜 三井教室 490 ３等１席 大野 桃子 とうごん 480

３等２席 佐伯 羽奈麗 枚方速進会 485 ３等２席 宮林 朋美 田中教場 490 ３等２席 森本 爽月 星の郷 480

３等３席 立川 拓弥 星の郷 480 ３等３席 元山 寿夏 清里教場 490 ３等３席 江畑 茉珠 中橋教室 470

３等４席 三島 ゆり子 星の郷 475 ３等４席 黒田 優菜 福山塾 490 ３等４席 田村 彩音 米田教場 470

３等５席 山岡 恵 岡﨑教室 475 ３等５席 濱田 南美 広原塾 485 ３等５席 伊藤 美和 広原塾 460

３等６席 盆子原 諒 田代珠算会 475 ３等６席 五味 美優香 星の郷 485 ３等６席 山路 真穂 アルファ 460

３等７席 池田 湊 清里教場 475 ３等７席 飯尾 早希 とうごん 485 ３等７席 小林 百瑛 中橋教室 455

３等８席 松井 一真 アルファ 470 ３等８席 金子 祐真 中橋教室 480 ３等８席 馬場 みづき 豊中西川 445

３等９席 木村 優果 広原塾 470 ３等９席 末永 歩 柿田塾 480 ３等９席 京極 史弥 益田珠算塾 440

３等10席 森 実優 下田教場 470 ３等10席 鉾木 陽乃 藤田珠算 480 ３等10席 今宿 結芽 高川西川 440

３等11席 藏谷 華穂 岡﨑教室 470 ３等11席 佐竹 芽唯 田中教場 475 ３等11席 杉尾 詩織奈 とうごん 435

３等12席 奥田 秀哉 星の郷 465 ３等12席 木村 万穂 米田教場 475 ３等12席 笠松 羽蘭 中橋教室 435

３等13席 小出 莉空 益田珠算塾 465 ３等13席 アディカリ リュウイチ 福山塾 475 ３等13席 井尻 小百合 岡﨑教室 425

３等14席 西畑 隆智 星の郷 465 ３等14席 山内 奎吾 上野西川 470 ３等14席 牧野 百桃 久保教場 420

３等15席 小川 みう 清里教場 465 ３等15席 辻 ゆらら 枚方速進会 470 ３等15席 豊西 瑠輝愛 広原塾 415

３等16席 西村 心結 とうごん 465 ３等16席 横山 真帆 米田教場 470 ３等16席 岡 健太郎 とうごん 405

３等17席 三木 煌介 枚方速進会 455 ３等17席 平田 真吾 久保教場 470 ３等17席 髙津 侑良 星の郷 380

３等18席 藤江 里奈 星の郷 455 ３等18席 伊東 すず 広原塾 465 ３等18席 曽川 智優 河村教室 365

３等19席 成尾 遥馬 清里教場 455 ３等19席 満田 智也 星の郷 460 ３等19席 大川 由葵 石崎堺 365

３等20席 五十嵐 滉介 田代珠算会 455 ３等20席 藤浦 早彩 福山塾 460 ３等20席 高本 楓 下田教場 365

小 学 生 ２ 部 小 学 生 １ 部 学  生  の  部
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