
◎団体総合競技 ◎個人総合競技　一般の部 ◎種目別競技
等位 点数 等位 氏名 勤務先等 点数 種目 等位 氏名 点数
1位 3100 1位 松田 沙也香 東京都立府中けやきの森学園 1050 １位 弥谷 拓哉 90
2位 3080 2位 高倉 佑一朗 水戸証券株式会社 1040 ２位 辻窪 凛音 85
3位 3020 3位 大関 一誠 青葉計算アカデミ－ 1035 ３位 松田 沙也香 80
4位 2980 4位 北村 瑠菜 早稲田大学 1030 ４位 磯貝 勇誠 80
5位 2975 5位 鈴木 ひとみ 立命館大学 1025 ５位 原子 雄成 75
6位 2965 6位 平澤 理輝 椋本珠算学校 1025 １位 高倉 佑一朗 85
7位 2950 7位 松石 夏実 奈良大学 1025 ２位 辻窪 凛音 75
8位 2920 8位 森　拓 磨 株式会社石巻青果 1020 ３位 弥谷 拓哉 70
9位 2895 9位 堀田 紳也 株式会社デンソ－ 1020 ４位 黒澤 大地 70
10位 2850 10位 木下 卓巳 京都市元離宮二条城事務所 1015 ５位 原子 雄成 70

11位 砂　達 哉 立命館大学 1015 １位 松田 沙也香 60
◎個人総合競技　高校生以下の部 12位 阿久根 誠司 個人情報保護委員会事務局 1010 ２位 森　拓 磨 60
等位 氏名 学校名 点数 13位 遠山 智士 そろばんマイスタースクール 995 ３位 黒澤 大地 50
1位 黒澤 大地 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 1045 13位 一　長 門 大阪商業大学 995 ４位 弥谷 拓哉 50
2位 磯貝 勇誠 洛南高等学校附属中学校 1045 15位 中尾 憲二 国立大学法人鳥取大学 990 ５位 金本 愛夢 50
3位 大内 崚聖 交野市立第四中学校 1045 16位 豊島 寬貴 立命館大学 980 １位 金本 三夢 65
4位 金本 三夢 大阪桐蔭高等学校 1040 17位 小川 実咲 中央大学 975 ２位 松田 沙也香 60
5位 弥谷 拓哉 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 1040 18位 篠塚 大介 東京地下鉄株式会社 970 ３位 堀田 紳也 60
6位 篠塚 晴斗 三郷市立南中学校 1040 19位 寺西 聡子 パナソニック株式会社 960 ４位 津谷 美由紀 60
7位 藪内 颯人 宝塚市立宝塚中学校 1035 20位 河野 翔太 京都府立京都すばる高等学校 950 ５位 砂　達 哉 60
8位 向 井　豪 松山市立城西中学校 1025 １位 辻窪 凛音 100
9位 植田 咲太朗 春日井市立丸田小学校 1025 ◎読上暗算 ２位 弥谷 拓哉 100
10位 川 理久 市原中央高等学校 1020 等位 氏名 ３位 松田 沙也香 100
11位 辻窪 凛音 さいたま市立尾間木小学校 1015 1位 阿久根 誠司 ４位 原子 雄成 100
11位 原子 雄成 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 1015 2位 松田 沙也香 ５位 鈴木 ひとみ 100
13位 安宅 佑亮 石川県立金沢泉丘高等学校 1005 3位 高倉 佑一朗 １位 黒澤 大地 60
13位 眞鍋 雅行 奈良市立富雄北小学校 1005 4位 岡田 秀樹 ２位 松田 沙也香 60
15位 金本 愛夢 生駒市立上中学校 995 4位 黒澤 大地 ３位 大関 一誠 60
16位 近藤 伸乃介 津市立芸濃中学校 975 4位 大内 崚聖 ４位 原子 雄成 60
16位 津谷 美由紀 三重県立津西高等学校 975 4位 篠塚 大介 ５位 平澤 理輝 60
18位 梶本 悠生 交野市立第四中学校 965 4位 弥谷 拓哉 １位 松田 沙也香 60
19位 五十嵐 梨緒 東京成徳大学高等学校 960 9位 北村 瑠菜 ２位 高倉 佑一朗 50
19位 足立 鷲仁 宝塚市立光明小学校 960 ３位 弥谷 拓哉 50
21位 柴田 航希 宝塚市立高司中学校 955 ４位 鈴木 ひとみ 50
22位 岩 成　海 大阪府立四条畷高等学校 950 ◎読上算 ５位 大内 崚聖 50
23位 淺野 百花 北九州市立高等学校 935 等位 氏名
23位 西　純 平 兵庫県立西宮高等学校 935 1位 鈴木 ひとみ
23位 江口 尊琉 池田市立池田小学校 935 2位 向 井　豪
26位 白井 裕梨 千葉市立宮崎小学校 930 2位 弥谷 拓哉
26位 谷 彩知代 奈良学園登美ヶ丘高等学校 930 2位 松田 沙也香
28位 島田 菜生 北九州市立高等学校 905 2位 小川 実咲
28位 久田 琉雅 堺市立東浅香山小学校 905 2位 金本 愛夢
30位 中山 峻成 西大和学園高等学校 900 2位 金本 三夢
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