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部門
6A 山崎稜太 ワクムス八尾教室 玉木柚子 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 瀬川真輝 ワクムス東豊中

5A 加藤桜子 ワクムス曽根長興寺 秋山悠月 Fit速算塾 柳原雨依 ワクムス八尾教室

4A 神田紗希 ワクムス東豊中 高木武尊 脳鍛チャレンジ☆そろばん 日下部亘陽 ワクムス八尾教室

3B 中土侑咲 ワクムス八尾教室 岡本槙宏 ワクムス曽根長興寺 寺田夢夏 トビーそろばん教室

3A 真鍋拓留 トビーそろばん教室 大久保琥遥 トビーそろばん教室 長岡大輔 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

2A 鳴神愛 第一ゼミナールパシード岸和田校 名倉友禅 トビーそろばん教室 岡村泉希 ワクムス東豊中

1A 清水維吹 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 中坪遥空 ワクムス八尾教室 笹尾知永 脳鍛チャレンジ☆そろばん

部門
1A 清水維吹 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 中坪遥空 ワクムス八尾教室 宮内真歩 トビーそろばん教室

坂井亮仁 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 髙﨑啓汰 ワクムス八尾教室

松本遼太 Fit速算塾

2A 鳴神愛 第一ゼミナールパシード岸和田校 名倉友禅 トビーそろばん教室 神田紗弥 ワクムス東豊中

荒木美緒 ワクムス近鉄八尾 山本彩乃 ワクムス近鉄八尾

菊池凜 トビーそろばん教室

3A 山崎玲奈 トビーそろばん教室 日下部亘陽 ワクムス八尾教室 岡本槙宏 ワクムス曽根長興寺

片谷莉理 ワクムス近鉄八尾 清水琉聖 脳鍛チャレンジ☆そろばん

松吉陸斗 ひまわりこども教室

3B 中土侑咲 ワクムス八尾教室 小林優衣 ワクムス曽根長興寺 吉田一葉 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

長岡大輔 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校 井谷亮太 トビーそろばん教室

大久保琥遥 トビーそろばん教室

4A 山本泰輝 ひまわりこども教室 森本秋穂 フルトそろばん 高木武尊 脳鍛チャレンジ☆そろばん

神田紗希 ワクムス東豊中 丸山萌夏 フルトそろばん

寺田夢夏 トビーそろばん教室

5A 渡部理央 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校 真田湧斗 ワクムス八尾教室 東田拓真 脳鍛チャレンジ☆そろばん

大久保光琉 トビーそろばん教室 加藤桜子 ワクムス曽根長興寺

近藤太陽 ひまわりこども教室

6A 山崎稜太 ワクムス八尾教室 笹尾侑生 脳鍛チャレンジ☆そろばん 佐藤彩音 ワクムス八尾教室

山本旭隼 トビーそろばん教室 瀬川真輝 ワクムス東豊中

原田彩葉 Fit速算塾

2位 3位

読上暗算

1位 2位 3位

個人総合

1位

団体競技
トビーそろばん教室

脳鍛チャレンジ☆そろばん
脳鍛フルト☆そろばん堀江校

脳鍛フルト☆そろばん　昭和町校

ワクムス八尾教室
ワクムス東豊中教室

Fit速算塾
ワクムス曽根長興寺教室

第一ゼミナールパシード岸和田校

フルトそろばん教室
ワクムス近鉄八尾



部門
1A 清水維吹 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 宮内真歩 トビーそろばん教室 中坪遥空 ワクムス八尾教室

坂井亮仁 脳鍛フルト☆そろばん堀江校 西村真優 脳鍛フルト☆そろばん堀江校

髙﨑啓汰 ワクムス八尾教室

2A 名倉友禅 トビーそろばん教室 鳴神愛 第一ゼミナールパシード岸和田校 高木清尊 脳鍛チャレンジ☆そろばん

菊池凜 トビーそろばん教室 山本茉桜 ワクムス東豊中

飯田結斗 ワクムス曽根長興寺

3A 岡本槙宏 ワクムス曽根長興寺 山崎玲奈 トビーそろばん教室 杉山遼 ワクムス曽根長興寺

日下部亘陽 ワクムス八尾教室 反保空士 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

真鍋拓留 トビーそろばん教室

3B 中土侑咲 ワクムス八尾教室 小林優衣 ワクムス曽根長興寺 植村葵 Fit速算塾

大久保琥遥 トビーそろばん教室 大森悠 トビーそろばん教室

長岡大輔 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

4A 佐久間椛帆 トビーそろばん教室 内田愛結菜 トビーそろばん教室 高須賀貫太 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

大庭愛実 Fit速算塾 森本秋穂 フルトそろばん

松浦東祐 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

5A 大久保光琉 トビーそろばん教室 秋山悠月 Fit速算塾 渡部理央 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

真田湧斗 ワクムス八尾教室 孫本愛佳 Fit速算塾

東田拓真 脳鍛チャレンジ☆そろばん

6A 山崎稜太 ワクムス八尾教室 佐藤彩音 ワクムス八尾教室 山本大智 ワクムス東豊中

原田彩葉 Fit速算塾 瀬川真輝 ワクムス東豊中

山本旭隼 トビーそろばん教室

順位 学年 学年 学年
1 2 鳴神愛 第一ゼミナールパシード岸和田校 4 山本旭隼 トビーそろばん教室 4 山崎稜太 ワクムス八尾教室

2 3 高木武尊 脳鍛チャレンジ☆そろばん 4 神田紗希 ワクムス東豊中 3 秋山悠月 Fit速算塾

3 2 名倉友禅 トビーそろばん教室 5 真鍋拓留 トビーそろばん教室 5 山本大智 ワクムス東豊中

優良 2 山本茉桜 ワクムス東豊中 4 長岡大輔 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

優良 2 岡村泉希 ワクムス東豊中 5 森本秋穂 フルトそろばん

優良 2 平井風稀 ワクムス曽根長興寺 5 寺田夢夏 トビーそろばん教室

優良 2 丸山哲司 脳鍛チャレンジ☆そろばん 5 真田湧斗 ワクムス八尾教室

優良 2 中絢史 Fit速算塾 5 松岡美岳 脳鍛フルト☆そろばん昭和町校

優良 3 下田愛 ワクムス曽根長興寺 5 真寿田ふうか 脳鍛チャレンジ☆そろばん

優良 3 山本泰輝 ひまわりこども教室

優良 3 大久保光琉 トビーそろばん教室

上級の部

1位 2位 3位

読上算

低学年の部

フラッシュ

高学年の部


