
A027

A057

A057

A086

■　個人総合競技 ■　団体総合競技

日本一 小野　雅貴 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 260 日本一 けいさんぎのう 千葉県 630

第２位 髙嶋　　優 (小１・千　葉) けいさんぎのう 246 第２位 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 560

第３位 御子柴樹里 (小２・東　京) Sanraku Soroban School 218 第３位 Sanraku Soroban School 東京都 514

第４位 橋本　大輝 (小２・千　葉) けいさんぎのう 216 第４位 神林そろあん教室 神奈川県 400

第５位 奈良　胡春 (小２・長　野) そろばんキッズ 196 第５位 Abacus Studio 東京都 316

第６位 殿村　康仁 (小２・東　京) Sanraku Soroban School 180 第６位 実そろばん教室 茨城県 304

第７位 丸山　希和 (小２・千　葉) けいさんぎのう 168 第７位 秋田あんざんアカデミー 秋田県 278

第８位 中條　琉偉 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 164 第８位 珠光そろばん塾 沖縄県 234

第９位 猪狩　彪流 (小２・神奈川) 神林そろあん教室 160 第９位 小黒珠算教室 新潟県 162

第10位 相澤　壮真 (小１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 136 第10位 PACHIPACHIアバカス・スクール 愛媛県 138

第11位 寺田　椛乃 (小２・神奈川) 神林そろあん教室 130 優良賞 かつびし珠算教室 東京都 78

第11位 小西　唯月 (小２・奈　良) かしはら計算スクール Nexus 130

第13位 安座間大和 (小２・沖　縄) 珠光そろばん塾 128

第14位 有村　伊織 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 126

第15位 小野　瑛貴 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 120

第15位 成田　　圭 (小２・東　京) Abacus Studio 120

第15位 浅香　志帆 (小２・石　川) そろばんアカデミー 120

第15位 石塚日向希 (小１・沖　縄) 宮城珠算学校 120

第19位 進藤　雅峻 (小２・秋　田) 秋田あんざんアカデミー 118

第19位 シュルツ建斗 (小２・茨　城) 実そろばん教室 118

第21位 迎田　　嵩 (小２・東　京) Sanraku Soroban School 116

第22位 大沼　奏太 (小２・茨　城) 大森そろばん教室 114

第23位 中村　公乃 (小２・東　京) Abacus Studio 110

第23位 西山　眞子 (小２・神奈川) 神林そろあん教室 110

第25位 宮﨑　愛弓 (小２・千　葉) 石戸珠算学園 108

第26位 矢野　希歩 (小１・大　分) 中薮そろばん教室 106

第27位 堀越　　晶 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 104

第28位 降矢　才馳 (小１・秋　田) 秋田あんざんアカデミー 100

第28位 榎本　美祐 (小２・茨　城) 実そろばん教室 100

第30位 大沢　一真 (小１・埼　玉) くらや暗算スクール 96

第30位 大城　国久 (小２・沖　縄) 有銘珠算学院 96

全国珠算競技大会　そろばんクリスマスカップ２０１８

主催：日本珠算協会　会場：浦和ロイヤルパインズホテル　期日：２０１８年１２月２４日（月）

日本一

小学２年生以下の部＿総合競技成績表
個人総合競技

小野　雅貴 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ日本一

フラッシュ暗算競技

安座間大和 (小２・沖　縄) 珠光そろばん塾

団体総合競技

けいさんぎのう 千葉県 630

読上暗算競技

奈良　胡春 (小２・長　野) そろばんキッズ

日本一

小野　雅貴 (小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ

日本一

(小２・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ

日本一
読上算競技

日本一
英語読上算競技

有村　伊織



B052

B

B183

B052

B052

■　個人総合競技 ■　団体総合競技

日本一 畠山　裕登 (小４・東　京) 鷺宮珠算塾 272 日本一 そろばんマイスタースクール 愛知県 656

第２位 安里颯太郎 (小４・沖　縄) あわせそろばん教室 264 第２位 けいさんぎのう 千葉県 628

第３位 篠塚　颯太 (小４・埼　玉) 岡庭珠算塾 252 第３位 Sanraku Soroban School 東京都 598

第４位 小原　愛菜 (小４・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 250 第４位 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 596

第５位 園田　柚子 (小３・神奈川) 神林そろあん教室 246 第４位 神林そろあん教室 神奈川県 596

第６位 大辻　悠仁 (小３・愛　知) そろばんマイスタースクール 236 第６位 かしはら計算スクール Nexus 奈良県 514

第７位 小川　千博 (小４・栃　木) 東部珠算塾 230 第７位 あわせそろばん教室 沖縄県 490

第８位 金原　典真 (小３・愛　知) そろばんマイスタースクール 228 第８位 珠光そろばん塾 沖縄県 474

第９位 安座間心愛 (小４・沖　縄) 珠光そろばん塾 218 第９位 そろばんスクエア 愛知県 448

第10位 山田　芽生 (小３・千　葉) けいさんぎのう 216 第10位 しま暗算そろばん教室 埼玉県 406

第11位 舩津ひかり (小４・千　葉) けいさんぎのう 212 優良賞 Abacus Studio 東京都 392

第12位 村上　莉菜 (小４・東　京) Sanraku Soroban School 210 優良賞 石戸珠算学園 千葉県 350

第13位 深谷　柚衣 (小４・千　葉) 小倉珠算学院 202 優良賞 石 川 塾 東京都 348

第13位 末松　　峻 (小４・東　京) Sanraku Soroban School 202 優良賞 小黒珠算教室 新潟県 322

第15位 橋本　　倖 (小４・千　葉) けいさんぎのう 200 優良賞 平藤そろばん・あんざん教室 山形県 316

第15位 猪狩　花音 (小４・神奈川) 神林そろあん教室 200 優良賞 くらや暗算スクール 埼玉県 314

第17位 伊藤　壮祐 (小４・愛　知) そろばんマイスタースクール 192 優良賞 そろばんアカデミー 石川県 310

第18位 須山　　悠 (小３・東　京) Sanraku Soroban School 186 優良賞 宮本暗算研究塾Ｍax 東京都 262

第19位 髙子　智大 (小３・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 182 優良賞 PACHIPACHIアバカス・スクール 愛媛県 256

第20位 山口　大翔 (小４・千　葉) けいさんぎのう 180 優良賞 青葉計算アカデミー 神奈川県 244

第21位 𠮷川　大樹 (小３・奈　良) かしはら計算スクール Nexus 176 優良賞 秀峰学園 神奈川県 224

第22位 杉本　紗菜 (小４・奈　良) かしはら計算スクール Nexus 174 優良賞 かつびし珠算教室 東京都 220

第23位 申　　悠宏 (小３・千　葉) 金子珠算塾 172 優良賞 そろばんゼミナールＵＮＯ 埼玉県 194

第23位 大見　響介 (小３・愛　知) そろばんマイスタースクール 172 優良賞 かわはらそろばん教室 石川県 192

第25位 大嶋　星七 (小３・愛　知) そろばんスクエア 170

第25位 諏訪　壮真 (小３・大　阪) 堺市立金岡南小学校 170

第27位 髙澤　結希 (小３・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 164

第27位 竹谷　優輝 (小３・奈　良) かしはら計算スクール Nexus 164

第29位 石川　巧真 (小３・大　分) 中薮そろばん教室 162

第30位 齋藤　陽果 (小４・宮　城) TANNOそくさん研究所 158

第30位 深堀　桜愛 (小４・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 158

全国珠算競技大会　そろばんクリスマスカップ２０１８

主催：日本珠算協会　会場：浦和ロイヤルパインズホテル　期日：２０１８年１２月２４日（月）

小学３・４年生の部＿総合競技成績表
個人総合競技

日本一

そろばんマイスタースクール

畠山　裕登 (小４・東　京) 鷺宮珠算塾

フラッシュ暗算競技

安里颯太郎

愛知県 656
団体総合競技

日本一

読上暗算競技

安里颯太郎

日本一
(小４・沖　縄) あわせそろばん教室

読上算競技

青山　瑞歩

日本一
(小４・沖　縄) あわせそろばん教室

英語読上算競技

石川　巧真

日本一
(小３・千　葉) 石戸珠算学園

日本一
(小３・大　分) 中薮そろばん教室



C204

C079

C044

C041

■　個人総合競技 ■　団体総合競技

日本一 上野孝太郎 (小５・千　葉) けいさんぎのう 290 日本一 けいさんぎのう 千葉県 790

第２位 江口　尊琉 (小５・大　阪) 星の郷総合教室 278 第２位 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 700

第３位 齋藤　陽彩 (小５・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 266 第３位 そろばんマイスタースクール 愛知県 676

第４位 髙木みつき (小５・埼　玉) 能登珠算塾 260 第４位 石戸珠算学園 千葉県 618

第４位 蜂須賀　明 (小６・千　葉) けいさんぎのう 260 第５位 そろばんスクエア 愛知県 560

第６位 石黒　煌也 (小５・千　葉) 石戸珠算学園 258 第６位 宮本暗算研究塾Ｍax 東京都 538

第７位 矢部ひかり (小５・福　島) そろばんプラス 244 第７位 あわせそろばん教室 沖縄県 528

第７位 安里　百音 (小６・沖　縄) あわせそろばん教室 244 第８位 そろばんアカデミー 石川県 512

第９位 四野宮希歩 (小６・千　葉) けいさんぎのう 240 第９位 しま暗算そろばん教室 埼玉県 500

第10位 髙澤　結愛 (小６・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 232 第10位 秋田あんざんアカデミー 秋田県 484

第11位 杉本　果稔 (小５・愛　知) そろばんマイスタースクール 230 優良賞 Abacus Studio 東京都 474

第12位 諏訪　陸人 (小６・大　阪) 堺市立金岡南小学校 226 優良賞 かしはら計算スクール Nexus 奈良県 458

第13位 岡本　昂大 (小６・愛　知) そろばんマイスタースクール 224 優良賞 宮城珠算学校 沖縄県 406

第14位 東原　吏伯 (小６・愛　知) そろばんマイスタースクール 222 優良賞 くらや暗算スクール 埼玉県 396

第15位 南部　圭佑 (小６・愛　知) そろばんマイスタースクール 216 優良賞 青葉計算アカデミー 神奈川県 382

第16位 台蔵　真聡 (小５・石　川) そろばんアカデミー 212 優良賞 鵜飼速算研究会 愛知県 342

第17位 荒川　壮真 (小６・愛　知) そろばんスクエア 208 優良賞 小黒珠算教室 新潟県 338

第18位 高山　　皐 (小５・秋　田) 秋田あんざんアカデミー 206 優良賞 有銘珠算学院 沖縄県 334

第19位 髙嶋　　駿 (小５・千　葉) けいさんぎのう 204 優良賞 植村珠算塾 新潟県 280

第20位 高橋　東子 (小６・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 202 優良賞 しのぶスクール 福島県 276

第20位 牧田　和華 (小６・神奈川) 神林そろあん教室 202 優良賞 PACHIPACHIアバカス・スクール 愛媛県 262

第22位 今井　滋丸 (小５・埼　玉) しま暗算そろばん教室 200 優良賞 こうやそろばん教室 新潟県 258

第23位 辻窪　玲音 (小６・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 198 優良賞 実そろばん教室 茨城県 256

第23位 岡本　唯月 (小６・愛　知) そろばんマイスタースクール 198 優良賞 秀峰学園 神奈川県 162

第25位 安藤　　舜 (小６・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 192

第26位 土屋　諒真 (小６・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 188

第26位 山内　美空 (小６・大　阪) 星の郷総合教室 188

第28位 小野　彩芽 (小５・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 184

第28位 日置　　唯 (小５・愛　知) そろばんスクエア 184

第28位 𠮷川　祐樹 (小５・奈　良) かしはら計算スクール Nexus 184

全国珠算競技大会　そろばんクリスマスカップ２０１８

主催：日本珠算協会　会場：浦和ロイヤルパインズホテル　期日：２０１８年１２月２４日（月）

小学５・６年生の部＿総合競技成績表

日本一 けいさんぎのう
個人総合競技

上野孝太郎 (小５・千　葉)

けいさんぎのう

団体総合競技

けいさんぎのう 千葉県 790日本一

日本一
フラッシュ暗算競技

上野孝太郎 (小５・千　葉)

日本一
読上暗算競技

加藤　義翔 (小５・愛　知) ステップキッズ

日本一
読上算競技

石黒　煌也 (小５・千　葉) 石戸珠算学園

日本一
英語読上算競技

石黒　煌也 (小５・千　葉) 石戸珠算学園



D031

D040

D152

D027

■　個人総合競技 ■　団体総合競技

日本一 辻窪　凛音 (中１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 300 日本一 三沢珠算塾 青森県 808

第２位 松岡　有里 (中３・青　森) 三沢珠算塾 296 第２位 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 788

第３位 小川　理緒 (中２・栃　木) 東部珠算塾 294 第３位 阿部珠算教室 兵庫県 744

第４位 篠塚　晴斗 (中３・埼　玉) 岡庭珠算塾 290 第４位 宮城珠算学校 沖縄県 696

第４位 金本　愛夢 (中２・大　阪) 星の郷総合教室 290 第５位 今井珠算塾 兵庫県 692

第６位 佐藤　亜美 (中２・千　葉) けいさんぎのう 286 第６位 金子珠算塾 千葉県 674

第７位 矢吹　春菜 (中１・福　島) そろばんプラス 284 第７位 Sanraku Soroban School 東京都 652

第８位 矢吹　佑人 (中３・福　島) そろばんプラス 280 第８位 石戸珠算学園 千葉県 620

第８位 石井　結彩 (中３・東　京) Sanraku Soroban School 280 第９位 宮本暗算研究塾Ｍax 東京都 610

第10位 小原　陽菜 (中１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 278 第10位 けいさんぎのう 千葉県 604

第11位 真鍋　洋平 (中１・神奈川) 神林そろあん教室 276 優良賞 石 川 塾 東京都 578

第12位 森　　啓夢 (中２・沖　縄) 宮城珠算学校 274 優良賞 神林そろあん教室 神奈川県 528

第13位 斎藤　　快 (中２・青　森) 三沢珠算塾 266 優良賞 Brains SC 埼玉県 512

第13位 岡田　佳連 (中１・千　葉) 金子珠算塾 266 優良賞 PACHIPACHIアバカス・スクール 愛媛県 512

第15位 假屋　空翔 (中１・兵　庫) 今井珠算塾 256 優良賞 くらや暗算スクール 埼玉県 438

第16位 青木　冬弥 (中２・埼　玉) Brains SC 254 優良賞 平藤そろばん・あんざん教室 山形県 408

第16位 足立　鷲仁 (中１・兵　庫) 阿部珠算教室 254 優良賞 伊藤珠算塾 大阪府 402

第16位 柴田　航希 (中２・兵　庫) 阿部珠算教室 254 優良賞 実そろばん教室 茨城県 370

第19位 奈良　朋果 (中１・長　野) そろばんキッズ 250 優良賞 牧野珠算研究塾 東京都 348

第20位 鳥谷部莉央 (中１・青　森) 三沢珠算塾 246 優良賞 かわはらそろばん教室 石川県 306

第20位 時任純太郎 (中２・沖　縄) 宮城珠算学校 246 優良賞 江古田速算学院 東京都 304

第22位 伊勢田知広 (中２・千　葉) 石戸珠算学園 236 優良賞 丸一珠算教室 石川県 296

第22位 根來　太地 (中２・大　阪) 伊藤珠算塾 236 優良賞 小川珠算計理塾 茨城県 288

第22位 阿部　堅真 (中２・兵　庫) 阿部珠算教室 236 優良賞 植村珠算塾 新潟県 260

第25位 白井　裕梨 (中１・千　葉) 金子珠算塾 232

第26位 大熊　　快 (中２・神奈川) 青葉計算アカデミー 230

第27位 三井　怜祐 (中２・兵　庫) 今井珠算塾 226

第28位 阿部　水樹 (中２・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 218

第28位 井上　莉里 (中１・富　山) 木谷綜合学園 218

第30位 冨永　千乃 (中３・東　京) 石川塾 216

全国珠算競技大会　そろばんクリスマスカップ２０１８

主催：日本珠算協会　会場：浦和ロイヤルパインズホテル　期日：２０１８年１２月２４日（月）

中学生の部＿総合競技成績表

日本一
個人総合競技

辻窪　凛音

三沢珠算塾 青森県 808

(中１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ

日本一
団体総合競技

日本一
フラッシュ暗算競技

辻窪　凛音 (中１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ

日本一
読上暗算競技

伊勢田知広 (中２・千　葉) 石戸珠算学園

日本一
読上算競技

篠塚　晴斗 (中３・埼　玉) 岡庭珠算塾

日本一
英語読上算競技

小原　陽菜 (中１・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ



E035

E122

E036

E015

■　個人総合競技 ■　団体総合競技

日本一 高倉佑一朗 (23才・千　葉) けいさんぎのう 300 日本一 けいさんぎのう 千葉県 896

第２位 原子　弘務 (22才・東　京) Sanraku Soroban School 300 第２位 星の郷総合教室 大阪府 840

第３位 黒澤　大地 (19才・千　葉) けいさんぎのう 298 第３位 宮本暗算研究塾Ｍax 東京都 820

第３位 竹澤　祥加 (28才・千　葉) けいさんぎのう 298 第４位 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 818

第３位 原子　雄成 (高３・東　京) Sanraku Soroban School 298 第５位 金子珠算塾 千葉県 816

第３位 宮本理香子 (20才・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 298 第６位 Sanraku Soroban School 東京都 764

第７位 斎藤　　俊 (高２・青　森) 三沢珠算塾 296 第７位 𠮷本そろばん教室 石川県 746

第８位 弥谷　拓哉 (高３・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 294 第８位 パナソニック株式会社 大阪府 722

第８位 金子　優希 (29才・千　葉) 金子珠算塾 294 第９位 立命館大学 大阪府 612

第８位 杵川日向雅 (19才・三　重) 椋本珠算学校 294 第10位 中条そろばんあんざん教室 新潟県 518

第８位 金本　三夢 (高３・大　阪) 星の郷総合教室 294 優良賞 木谷綜合学園 富山県 490

第８位 金本　大夢 (高２・大　阪) 星の郷総合教室 294 優良賞 荒川珠算学校 新潟県 482

第13位 堀内　遥斗 (高１・千　葉) けいさんぎのう 292 優良賞 江古田速算学院 東京都 424

第14位 前島幸太郎 (21才・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ 286 優良賞 石戸珠算学園 千葉県 422

第14位 大関　一誠 (46才・神奈川) 青葉計算アカデミー 286 優良賞 小川珠算計理塾 茨城県 374

第16位 鈴木ひとみ (20才・大　阪) 立命館大学 280 優良賞 Abacus Studio 東京都 284

第17位 賀来　春希 (高１・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 276

第18位 北村　瑠菜 (21才・千　葉) 金子珠算塾 274

第18位 工藤由季夫 (46才・東　京) Ｓ＆Ａあんざんスクール 274

第20位 藪内　颯人 (高１・兵　庫) 今井珠算塾 268

第21位 松石　夏実 (24才・大　阪) パナソニック株式会社 266

第22位 𠮷本　寛敬 (26才・石　川) 𠮷本そろばん教室 264

第23位 糸数めぐみ (31才・大　阪) パナソニック株式会社 262

第24位 赤嶺　大翔 (高１・沖　縄) 宮城珠算学校 260

第25位 砂　　達哉 (24才・石　川) 𠮷本そろばん教室 256

第26位 岩成　　海 (高２・大　阪) 星の郷総合教室 252

第26位 今井　理佐 (25才・兵　庫) 今井珠算塾 252

第28位 𠮷川　理久 (高２・千　葉) 金子珠算塾 248

第29位 坂平　雄飛 (20才・群　馬) 高崎経済大学 246

第29位 宮本恵理子 (26才・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 246

第29位 賀来有希沙 (20才・東　京) 宮本暗算研究塾Ｍax 246

第29位 河野　翔太 (27才・京　都) 京都府立京都すばる高等学校 246

全国珠算競技大会　そろばんクリスマスカップ２０１８

主催：日本珠算協会　会場：浦和ロイヤルパインズホテル　期日：２０１８年１２月２４日（月）

千葉県 896

高校・一般の部＿総合競技成績表

高倉佑一朗 (23才・千　葉) けいさんぎのう日本一
団体総合競技

個人総合競技

けいさんぎのう日本一

(19才・三　重) 椋本珠算学校日本一
フラッシュ暗算競技

杵川日向雅

(28才・千　葉) けいさんぎのう日本一
読上暗算競技

竹澤　祥加

(21才・千　葉) 金子珠算塾日本一
読上算競技

北村　瑠菜

(19才・埼　玉) そろばん教室ＵＳＡ日本一
英語読上算競技

小川　実咲


