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S-S S-1 S-2 S-３A S-3B S-3C
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

おおさこ たくま うちやま ひろき ゆはし こうき さやき あおい すずき あこ いまい りこ

大迫拓真 内山拓樹 油橋航貴 鞘木葵 鈴木杏子 今井莉子
いせだ ともひろ わたなべ あみか ふじひら だいき うめきた しんいち くまさか りくたか ふくだ りゅうせい

伊勢田知広 渡辺葵美夏 藤平大輝 梅北真一 熊坂陸孝 福田琉晴
ちば ひこ はまの ともみち まつざわ さき あきば そういちろう いとう のん はく ちくん

千葉彦 濱野智道 松澤紗季 秋葉颯一郎 伊藤暖 白知勛
しいい りおん ふじわら さくら うちだ みさき おばやし しおり むらかみ たける おがわ ひさし

椎井理恩 藤原咲楽 内田光咲 尾林栞 村上建 小川日向志
あきもと たくみ みずの みおん やまね はるか とみおか てつひろ たかの はるか あきやま せな

秋本匠 水野美音 山根陽香 富岡哲洋 鷹野はるか 秋山世奈
いぎす はると みやざき あゆみ おくで みゆう なかがわ こうすけ やまざき ひでか どい だいすけ

伊規須大斗 宮﨑愛弓 奥出実優 中川幸翼 山崎秀華 土井大翼

S-4A S-4B S-4C S-５A S-5B
氏名 氏名 氏名 氏名 氏名

あきば ゆめ ちば れの あいかわ みお いけもと あやか かわむら まお

秋葉結芽 千葉レノ 相川美緒 池本彩夏 川村真生
おおの ゆな むらかみ ゆうな ひろせ じん ふじひら あみ いけだ そうご

大野祐奈 村上佑奈 廣瀨仁 藤平彩未 池田壮吾
こじょう ゆずか あまり みれい まるやま そうた しらはし まゆ しもだ りん

古城柚花 甘利光麗 丸山想太 白橋茉結 下田凜
あいだ はづき さわぐち ゆきの いのうえ しおり もちづき りょうすけ みうら なおと

会田葉月 沢口薫乃 井上栞 望月亮周 三浦尚人
きむら しゅうや やまだ みくに はらだ めい おりた こう おりたて みずき

木村柊也 山田みくに 原田芽依 折田煌 折立瑞希
あらい みゆう わかむら まお かん りく はすぬま あゆみ しろた ゆうだい

荒井実優 若村麻央 姜俐求 蓮沼歩実 白田優大
なかの ゆうか

中野友嘉

３位
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2018/11/11
S-3C S-4C S-5A
氏名 氏名 氏名

きむら かりん みた みゆか まつばら のどか

木村花凛 三田実優華 松原和花
とさし まなと たぐち せいま いりせりょうた

戸刺真那斗 田口聖真 入瀬遼太
ささくら あんな おかだ さき ひが たかひろ

笹倉安奈 岡田咲希 比嘉隆宏
みよし ゆり ひがし しゅうた

三好友鈴 東秀汰
へんみ ゆうしん いわおか かんな

逸見優心 岩岡柑奈
なかじま あゆ ひろせ あやの

中嶋あゆ 広瀬綾乃
かなざし りょうた きん げんしゅ

金指亮汰 金玄珠
ひろせ こう けんが そうすけ

廣瀨航 賢賀颯介
とみた ゆつき にしだ あつき

冨田梛稀 西田篤生
おくで みれい

奥出実怜
こいけ あいり

小池愛梨
まつもと ゆうき

松本悠希
たなか ゆり

田中友理
ともの あまね

伴野天音

佳良賞

<読上算競技（佳良賞）＞

順位


