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等位 選手氏名 学校 学年 点数 等位 選手氏名 学校・職場 学年 点数 種目 等位 選手氏名 時間 得点

１位 根來　桜子 大阪市立三津屋小学校 小５ 895 １位 和泉　琴音 交野市立第四中学校 中１ 900 1位 根來　桜子 1'10 10
２位 下川原空良 東大阪市立加納小学校 小３ 875 ２位 田之畑礼良 大阪市立美津島中学校 中１ 865 2位 久保　優子 1'24 10
３位 陣川　拓己 枚方市立菅原小学校 小６ 870 ３位 井上　心結 交野市立第四中学校 中１ 860 3位 山中　咲紀 1'30 10
４位 森本　一生 交野市立妙見坂小学校 小６ 870 ４位 谷川　真元 大阪市立三国中学校 中１ 860 1位 下川原空良 0'50"6 10
５位 奥田　　花 交野市立星田小学校 小６ 870 ５位 西野　　歩 大阪市立美津島中学校 中１ 850 2位 山内　健翔 1'17"8 10
６位 山内　健翔 堺市立五箇荘小学校 小５ 865 ６位 山中　咲紀 寝屋川市立第八中学校 中２ 845 3位 陣川　拓己 0'51"0 9
７位 京極　史弥 大阪市立大空小学校 小６ 855 ７位 本郷　愛美 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 高２ 845 1位 根來　桜子 1'04"3 5
８位 茅島　悠斗 交野市立妙見坂小学校 小６ 850 ８位 木下　　心 四天王寺中学校 中２ 840 2位 藤江　茉奈 1'14"4 5
９位 井上　楽耀 交野市立星田小学校 小６ 840 ９位 室屋　　冴 関西大学北陽中学校 中２ 835 3位 陣川　拓己 0'55"6 4

１０位 西畑　美伶 枚方市立津田小学校 小４ 835 １０位 大上　航正 交野市立第三中学校 中１ 820 1位 陣川　拓己 0'17"4 10
金賞 下川原沙希 東大阪市立加納小学校 小５ 830 金賞 木下　　和 開明中学校 中１ 810 2位 上船　皓太 0'18"2 10
金賞 石田　千絢 大阪市立古市小学校 小５ 815 金賞 稲垣由紀子  一般 800 3位 山内　健翔 0'18"4 10
金賞 藤江　茉奈 交野市立星田小学校 小６ 805 金賞 久保　優子 寝屋川市立中木田中学校 中１ 795 1位 木下　　心 0'10"7 10
金賞 茅島　陸斗 交野市立妙見坂小学校 小４ 800 金賞 川端　万実 大阪市立東生野中学校 中２ 790 2位 井上　心結 0'11"7 10
金賞 上船　皓太 大阪市立宮原小学校 小２ 790 金賞 石田　若菜 大阪市立今市中学校 中１ 750 3位 山内　健翔 0'12"8 10
金賞 尻谷　月菜 堺市立五箇荘小学校 小５ 790 金賞 中田　真央 豊中市立第十三中学校 中２ 740 1位 木下　　心 0'27"2 5
金賞 三村　太智 寝屋川市立啓明小学校 小６ 780 銀賞 久本　和奏 交野市立第四中学校 中１ 735 2位 根來　桜子 0'31"8 5
金賞 糸原　真緒 寝屋川市立和光小学校 小６ 780 銀賞 長谷川華音 大阪市立本庄中学校 中１ 730 3位 久保　優子 0'33"4 5
金賞 河村伊万里 大阪市立三津屋小学校 小５ 775 銀賞 松岡　瑠月 大阪市立白鷺中学校 中３ 700

金賞 村瀬くるみ 大阪市立三津屋小学校 小６ 775 銀賞 沖藤　　豊 箕面市立第二中学校 中１ 700

金賞 高山　　優 寝屋川市立第五小学校 小５ 760 銀賞 江畑　茉珠 関西大学北陽高等学校 高１ 680

金賞 兵頭　佑威 泉南市立西信達小学校 小６ 745 銀賞 田村　謙悟 灘中学校 中１ 655

金賞 中島　柚菜 大阪市立三津屋小学校 小６ 740 銀賞 大野　桃子 帝塚山学院中学校 中２ 645

金賞 若狭　大地 守口市立守口小学校 小６ 730 銀賞 判田翔汰朗 交野市立第四中学校 中２ 640

銀賞 伊東　すず 堺市立新浅香山小学校 小５ 720 銀賞 畑野　官輝 大阪市立桃谷中学校 中１ 635

銀賞 冀北　彩芽 堺市立新浅香山小学校 小５ 715 銅賞 辻本ゆきね 大阪市立本庄中学校 中２ 630

銀賞 深江　萌黄 交野市立妙見坂小学校 小４ 715 銅賞 麻苧　美玖 大阪市立加美南中学校 中２ 630

銀賞 森本　爽月 寝屋川市立第五小学校 小６ 700 銅賞 野見山知碩 大阪市立加美南中学校 中１ 615

銀賞 井村　純也 大阪市立清水小学校 小４ 700 銅賞 沼田　　輝 豊中市立第十七中学校 中１ 570

銀賞 行広　龍飛 吹田市立千里第一小学校 小３ 685 銅賞 西盛　　藍 交野市立第四中学校 中３ 570

令和元年度全大阪オープン珠算選手権大会チャレンジャーズ・ステージ　ベスト３０

個人総合競技 個人総合競技 種目別競技

小学生以下の部 中学生以上の部

根來　桜子

＜富沢杯＞
種目別競技最高ポイント獲得選手

かけ

わり

見

かけ暗

見暗

わり暗


