
☆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 土屋　宏明 29秒565 原子　弘務 35秒454 勝又　美貴

除 算 土屋　宏明 ２４秒６ 64 土屋　宏明　　　☆　22秒126 弥谷　拓哉 30秒181 高倉 佑一朗 30秒897

見 取 算 土屋　宏明 ３４秒２ 67 高倉 佑一朗 38秒486 矢吹　佑人 45秒351 佐藤　亜美 48秒377

伝 票 算 土屋　宏明 ３７秒９ 66 原子　弘務 56秒303 森　拓磨 57秒428 松田 沙也香 60秒880

金本　三夢

金本　大夢

読上暗算 　　　　　 浅野　貴広 杵川 日向雅 小川　理緒

乗 暗 算 土屋　宏明 １３秒２ 64 土屋　宏明 14秒521 原子　弘務 14秒835 弥谷　拓哉 15秒380

除 暗 算 磯貝　勇誠 　７秒６ 72 磯貝　勇誠 7秒864 弥谷　拓哉 8秒238 土屋　宏明 8秒254

見取暗算 土屋　宏明 １９秒４ 67 弥谷　拓哉 　☆　19秒355 土屋　宏明 19秒755 杵川 日向雅 21秒542

伝票暗算 土屋　宏明 ２１秒２ 72 土屋　宏明 21秒775 前島 幸太郎 22秒976 原子　弘務 23秒792

読 上 算 　　　　　 　　　　　 弥谷　拓哉

　　　　　

金本　愛夢
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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 そろばん教室ＵＳＡ 3590 優　　勝 土屋　宏明 土屋そろばん教室 1200 最優秀 辻窪　凛音 そろばん教室ＵＳＡ 1200

準優勝 Sanraku Soroban School 3585 準優勝 辻窪　凛音 そろばん教室ＵＳＡ 1200 小川　理緒 東部珠算塾 1200

２　　等 けいさんぎのう 3575 ２　　等 堀内　遥斗 けいさんぎのう 1200 磯貝　勇誠 西京都学院 1195

星の郷総合教室 3570 ２　　等 小川　理緒 東部珠算塾 1200 金本　愛夢 星の郷総合教室 1195

はやしそろばん総合学園 3555 ２　　等 原子　弘務 Sanraku Soroban School 1200 足立　鷲仁 阿部珠算教室 1190

３　　等 金子珠算塾 3430 ２　　等 弥谷　拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 1200 佐藤　亜美 けいさんぎのう 1180

宮本暗算研究塾Ｍax 3425 ２　　等 金本　三夢 星の郷総合教室 1200 不破　花菜 赤堀右脳速算塾 1180

そろばんプラス 3420 ３　　等 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 1195 大内　崚聖 星の郷総合教室 1175

椋本珠算学校 3380 ３　　等 原子　雄成 Sanraku Soroban School 1195 植田 咲太朗 そろばん普及会 1170

赤堀右脳速算塾 3375 ３　　等 森　拓磨 はやしそろばん総合学園 1195 小原　陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 1170

３　　等 磯貝　勇誠 西京都学院 1195 矢吹　春菜 そろばんプラス 1145

３　　等 金本　愛夢 星の郷総合教室 1195

３　　等 松川　りか はやしそろばん総合学園 1195

３　　等 石井　結彩 Sanraku Soroban School 1190

３　　等 足立　鷲仁 阿部珠算教室 1190 等位 選手氏名 団体名 点数

３　　等 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 1190 最優秀 園田　柚子 神林そろあん教室 1155

３　　等 篠塚　晴斗 岡庭珠算塾 1190 小野　雅貴 そろばん教室ＵＳＡ 1135

佳　　良 矢吹　佑人 そろばんプラス 1185 畠山　裕登 鷺宮珠算塾 1130

松田 沙也香 松田珠算塾 1185 矢部 ひかり そろばんプラス 1090

佳　　良 宮本 理香子 宮本暗算研究塾Ｍax 1185 橋本　倖 けいさんぎのう 1030

佳　　良 北村　瑠菜 金子珠算塾 1180 深谷　柚衣 小倉珠算学院 1030

佳　　良 亀山　太陽 はやしそろばん総合学園 1180 舩津 ひかり けいさんぎのう 1020

佳　　良 佐藤　亜美 けいさんぎのう 1180 髙嶋　優 けいさんぎのう 995

佳　　良 不破　花菜 赤堀右脳速算塾 1180 川　祐樹 かしはら計算スクールNexus 995

佳　　良 勝又　美貴 はやしそろばん総合学園 1180 髙嶋　駿 けいさんぎのう 985

佳　　良 杵川 日向雅 椋本珠算学校 1180 奈良　胡春 そろばんキッズ 985

佳　　良 藤井　智貴 はやしそろばん総合学園 1180

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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