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競技番号 氏名 教室名 競技番号 氏名 教室名

カンベ ユウセイ カシオリョウ

神戸 優晴 加塩 涼

フナキ ユウ モチヅキ キョウカ

舩木 優 望月 今日香

ミヨシ ユリ フクモトエミナ

三好 友鈴 福本 衣珠那

オノ コウキ

小野 紘毅

エナミ ルナ

江南 瑠愛

ニシヤマ マサカ

西山 優雅

サイトウ ユリ オガサワラ イチタ

齋藤 有理 小笠原 一太

キタサコ アズミ イワモトリキョウ

北迫 あずみ 岩本 鸝嬌

タジマタイガ ナイトウサホ

田島 大雅 内藤 沙穂

オリタ コウ タニグチ ヒロキ

折田 煌 谷口 寛季

ヤスダチア ニシザキアン

安田 千愛 西崎 杏

アライリン

新井 凜

ゴトウ チカコ

後藤 千香子

ヨシダリュウト

吉田 竜翔

キタハラ サクラ

北原 さくら

ヤマウチサクラ

山内 さくら

アベ ルリ

阿部 瑠璃

タブチ マヤ

田淵 真彩

第4回東京・総武地域珠算大会　読上暗算入賞者

順位
Sクラス Aクラス

優勝 6 葛西 115 西船橋

順位

二位

1 葛西 118 東船橋

17 本八幡 101 葛西

103 葛西

104 葛西

105 亀戸

3 葛西 107 亀戸

葛西 114 西船橋

8 西船橋 123 東日本橋

4

13 東船橋 102 葛西

15 東日本橋 113 西船橋

121 東日本橋

134 本八幡

112 西船橋

117 東船橋

東日本橋

132 本八幡

130

優勝

二位

本八幡

三位

三位

124
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ホリウチソウタ ナカデ サワ

堀内 荘汰 中出 沙和

イナダタクミ タカハタ サラ

稲田 拓海 髙畑 咲来

ミノミサキ エンドウ ヨシユキ

三野 美彩希 遠藤 義幸

ナスクレハ ニシジマコトコ

那須 紅葉 西島 琴音子

コガ シンゴ オオツボクララ

古賀 真吾 大坪 くらら

ミヤウチ アキヒロ スズキ エイシ

宮内 玲裕 鈴木 英資

ヒコサカ アヤノ アマノ アイリ

彦坂 綺乃 天野 愛莉

ナカムラコウスケ ハヤシ ユウカ

中村 航介 林 優花

タカセ カズヨシ スズキ ハルト

髙瀬 一嘉 鈴木 陽斗

フルハタ トモカ ヤスダメグム

古畑 智花 安田 惠

タマキ リュウタロウ ヨシダ モモカ

玉木 柳太郎 吉田 百花

ヨシダ ユウマ タカハシ コウタ

吉田 悠真 高橋 幸大

カメイ ミオリ シモダコウ

亀井 美桜里 下田 公

シラサカ リンタロウ コウモト フミ

白坂 凛太朗 河本 芙美

カミヤマリア ミタニ メイ

神山 莉愛 三谷 芽伊

ゴトウ リカコ ツムラヤアズサ

後藤 里香子 円谷 梓沙

ヤマモト ユヅキ

山本 柚月

ヤマウチミサキ

山内 美咲

順位
Bクラス Cクラス

優勝 221 西船橋 303 葛西

219 西船橋 311 新浦安

218 西船橋 314 新浦安

224 東日本橋 316 西船橋

209 葛西 324 東日本橋

202 青砥 326 本八幡

210 葛西 313 新浦安

220 西船橋 319 東船橋

本八幡 320 東船橋

207 葛西 322 東日本橋

228

302 青砥

211 葛西 301 青砥

212 葛西 312 新浦安

錦糸町

227 本八幡 317 西船橋

215 錦糸町 318 西船橋

217

順位

二位

優勝

二位

三位

222 西船橋

新浦安

321 東船橋

323 東日本橋

三位

310


