
順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

優勝 名倉　友禅 中１ トビーそろばん 五月丘教室 優勝 西井　篤弘 ５年 るき珠算教室

２位 嶋村　千晶 ６年 るき珠算教室 ２位 小松　絢乃 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

３位 宮内　 真歩 ６年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 鳴神　惟 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

優勝 北原　彩衣 ３年 第一ゼミナール パシード光明池校 優勝 藤本　和希 ５年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 大西　幹太 ４年 るき珠算教室 ２位 今井　咲結 ２年 るき珠算教室

３位 森永　紗世 ４年 ワクムス 東豊中教室 ３位 前田　花凛 ４年 るき珠算教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

優勝 栗田　岳瑠 ３年 ワクムス 北千里教室 優勝 藤原　結花 ３年 ブイシード 今福鶴見校

２位 日向　元来 ５年 るき珠算教室 ２位 土谷　菜緒 ４年 ワクムス 上新田教室

３位 加門　春樹 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 ３位 北原　大輝 ２年 るき珠算教室

順位 氏名 学年 所属教室

優勝 内田　汰空 ４年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 田中　修平 ４年 ワクムス 北千里教室

３位 岩下　菫 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

優勝 伊藤　克船 １年 るき珠算教室 優勝 松田　陽佐 １年 るき珠算教室

２位 由上　楓佳 ２年 トビーそろばん 江坂教室 ２位 中谷　仁 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

３位 大野　葵 ２年 るき珠算教室 ３位 仁部　祐里 ３年 るき珠算教室

第6回全国珠算連盟大阪支部競技大会

５Bクラス

個人総合競技
１Sクラス １Aクラス

２Aクラス ２Bクラス

３Aクラス ３Bクラス

４Aクラス

５Aクラス

2022年11月20日（日）開催

         一般財団法人　全国珠算連盟　大阪支部



順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 名倉　友禅 中１ トビーそろばん 五月丘教室 1位 徳野　ちひろ ５年 第一ゼミナール パシード岸和田校

２位 名倉　紬 ５年 トビーそろばん 五月丘教室 ２位 城所　葵 ４年 第一ゼミナール パシードなかもず校

２位 宮内　真歩 ６年 トビーそろばん 五月丘教室 ２位 西井　篤弘 ５年 るき珠算教室

３位 大西　星那 ６年 るき珠算教室 ３位 鳴神　惟 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校

３位 日下部　亘陽 中２ ワクムス 八尾教室 ３位 平島　芽依 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

３位 横尾　悠成 ４年 ワクムス 八尾教室 ３位 鶴　七穂 ６年 トビーそろばん 五月丘教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 大西　幹太 ４年 るき珠算教室 1位 藤本　和希 ５年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 陶山　結衣 ６年 トビーそろばん 江坂教室 ２位 前田　花凛 ４年 るき珠算教室

２位 森永　紗世 ４年 ワクムス東豊中教室 ２位 田中　壯志朗 ５年 ワクムス 東豊中教室

３位 浦田 悠里 ５年 第一ゼミナール 鳳校 ３位 渡邊 心琴 ４年 第一ゼミナール パシード岸和田校

３位 佐野　花帆 ２年 トビーそろばん 江坂東教室 ３位 高瀬　寛己 ６年 トビーそろばん 江坂教室

３位 近藤　翔輝 ６年 ブイシード 今福鶴見校 ３位 島田　翼 ２年 ワクムス 八尾教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 林　湊士 ５年 るき珠算教室 1位 橋本　夏帆 ３年 第一ゼミナール 鳳校

２位 前川　咲希 ４年 トビーそろばん 五月丘教室 ２位 藤原　結花 ３年 ブイシード 今福鶴見校

２位 外島　陽斗 ６年 ワクムス 曽根長興寺教室 ２位 土谷　菜緒 ４年 ワクムス 上新田教室

３位 出宮　麻奈実 ３年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 朝倉　大貴 ３年 トビーそろばん 江坂教室

３位 加門　春樹 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 ３位 鈴木　完太朗 ５年 るき珠算教室

３位 日向　元来 ５年 るき珠算教室 ３位 森脇　優衣 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

順位 氏名 学年 所属教室

1位 岩下　菫 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 内田　汰空 ４年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 小林　恵理 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

３位 安岡 友香 ４年 第一ゼミナール パシード光明池校

３位 大西　颯太 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 

３位 加納　涼成 ６年 ワクムス 上新田教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 大野　葵 ２年 るき珠算教室 1位 松田　陽佐 １年 るき珠算教室

２位 伊藤　克船 １年 るき珠算教室 ２位 神田　紗那 ４年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 日向　優喜 ３年 るき珠算教室 ２位 酒谷　稟 ４年 ワクムス 八尾教室

３位 堀　晋太郎 ３年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 河村　悠晟 ２年 るき珠算教室

３位 鬼頭　愛莉 ４年 トビーそろばん 千里丘教室 ３位 仁部　祐里 ３年 るき珠算教室

３位 河野　颯太 ５年 るき珠算教室 ３位 嶋村　聡太 ３年 るき珠算教室

４Aクラス

５Aクラス ５Bクラス

３Aクラス ３Bクラス

第6回全国珠算連盟大阪支部競技大会

読上算
１Sクラス １Aクラス

２Aクラス ２Bクラス

2022年11月20日（日）開催

                 一般財団法人　全国珠算連盟　大阪支部



順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 名倉　友禅 中１ トビーそろばん 五月丘教室 1位 小松　絢乃 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

２位 北原　瑠乃 ４年 るき珠算教室 ２位 鳴神　惟 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校

２位 赤松　結羽 ６年 るき珠算教室 ２位 西井　篤弘 ５年 るき珠算教室

３位 中島　涼介 ５年 第一ゼミナール パシードなかもず校 ３位 城所　葵 ４年 第一ゼミナール パシードなかもず校

３位 宮内　亮人 ４年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 徳野 ちひろ ５年 第一ゼミナール パシード岸和田校

３位 名倉　紬 ５年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 鶴　七穂 ６年 トビーそろばん 五月丘教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 森永　紗世 ４年 ワクムス東豊中教室 1位 藤本　和希 ５年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 大西　幹太 ４年 るき珠算教室 ２位 松浦　楽熙 ４年 ワクムス 上新田教室

２位 藤井　心結 ５年 ワクムス東豊中教室 ２位 坂本　晴名子 ３年 ひまわりこども教室 太秦校

３位 田尻　真莉菜 ４年 第一ゼミナール パシードなかもず校 ３位 今井　咲結 ２年 るき珠算教室

３位 北原　彩衣 ３年 第一ゼミナール パシード光明池校 ３位 島田　翼 ２年 ワクムス 八尾教室

３位 近藤　翔輝 ６年 ブイシード 今福鶴見校 ３位 浦　愛実 ４年 ワクムス 八尾教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 外島　陽斗 ６年 ワクムス 曾根長興寺教室 1位 藤原　結花 ３年 ブイシード 今福鶴見校

２位 林　湊士 ５年 るき珠算教室 ２位 竹内　蘭 １年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 池田　ゆい ４年 ワクムス 八尾教室 ２位 外島　あかり ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

３位 加門　春樹 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 ３位 橋本　夏帆 ３年 第一ゼミナール 鳳校

３位 穂積　充人 ３年 ブイシード 私部校 ３位 三田　悠太 ３年 るき珠算教室

３位 今吉　姫菜 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室 ３位 嵩本　真大 ５年 ワクムス 東豊中教室

順位 氏名 学年 所属教室

1位 井口　裕菜 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校

２位 竹島　暖登 ２年 ブイシード 今福鶴見校

２位 田中　修平 ４年 ワクムス 北千里教室

３位 岩下　菫 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

３位 大西　颯太 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 

３位 小林　恵理 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 堀内　新 １年 ワクムス 北桜塚教室 1位 松田　陽佐 １年 るき珠算教室

２位 大野　葵 ２年 るき珠算教室 ２位 仁部　祐里 ３年 るき珠算教室

２位 住田　みのり ４年 るき珠算教室 ２位 酒谷　稟 ４年 ワクムス 八尾教室

３位 由上　楓佳 ２年 トビーそろばん 江坂教室 ３位 中谷　仁 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

３位 伊藤　克船 １年 るき珠算教室 ３位 小島　みのり ３年 ワクムス 曽根長興寺教室

３位 田口　桜子 ３年 るき珠算教室 ３位 田端　源太 ２年 ワクムス 北千里教室

第6回全国珠算連盟大阪支部競技大会

読上暗算
１Sクラス １Aクラス

２Aクラス ２Bクラス

2022年11月20日（日）開催

                一般財団法人　全国珠算連盟　大阪支部

３Aクラス ３Bクラス

４Aクラス

５Aクラス ５Bクラス



順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 北原　瑠乃 ４年 るき珠算教室 1位 西井　篤弘 ５年 るき珠算教室

２位 中坪　遥空 ５年 ワクムス 八尾校 ２位 鳴神　惟 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校

３位 宮内　亮人 ４年 トビーそろばん 五月丘教室 ３位 小松　絢乃 ４年 ワクムス 曾根長興寺教室

優良賞 中島　涼介 ５年 第一ゼミナール パシードなかもず校 優良賞 城所　葵 ４年 第一ゼミナール　パシードなかもず校

優良賞 名倉　紬 ５年 トビーそろばん 五月丘教室 優良賞 平島　芽依 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

優良賞 宮内　真歩 ６年 トビーそろばん 五月丘教室 優良賞 鶴　七穂 ６年 トビーそろばん 五月丘教室

優良賞 嶋村　千晶 ６年 るき珠算教室 優良賞 数井　悠 ５年 ワクムス 八尾校

優良賞 吉田　奈那子 中３ ひまわりこども教室 太秦校 優良賞 𠮷川　桐真 ４年 ひまわりこども教室 太秦校

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 藤本　和希 ５年 トビーそろばん 五月丘教室 1位 竹内　蘭 １年 トビーそろばん 五月丘教室

２位 瀬川　顕斗 ５年 第一ゼミナール 和泉府中校 ２位 藤原　結花 ３年 ブイシード 今福鶴見校

３位 松浦　楽熙 ４年 ワクムス 上新田教室 ３位 栗田　岳瑠 ３年 ワクムス 北千里教室

優良賞 大西　幹太 ４年 るき珠算教室 優良賞 出宮　麻奈実 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

優良賞 森永　紗世 ４年 ワクムス東豊中教室 優良賞 穂積　充人 ３年 ブイシード 私部校

優良賞 渡邊　心琴 ４年 第一ゼミナール パシード岸和田校 優良賞 林　湊士 ５年 るき珠算教室

優良賞 今井　咲結 ２年 るき珠算教室 優良賞 外島　陽斗 ６年 ワクムス 曾根長興寺教室

優良賞 浦　愛実 ４年 ワクムス　八尾教室 優良賞 橋本　夏帆 ３年 第一ゼミナール 鳳校

順位 氏名 学年 所属教室 順位 氏名 学年 所属教室

1位 岩下　菫 ３年 トビーそろばん 五月丘教室 1位 伊藤　克船 １年 るき珠算教室

２位 田中　修平 ４年 ワクムス 北千里教室 ２位 中谷　仁 ３年 トビーそろばん 五月丘教室

３位 井口　裕菜 ３年 第一ゼミナール パシード岸和田校 ３位 河村　悠晟 ２年 るき珠算教室

優良賞 阿部　壮真 ４年 第一ゼミナール パシードなかもず校 優良賞 大野　葵 ２年 るき珠算教室

優良賞 大西　颯太 ３年 トビーそろばん 千里丘教室 優良賞 住田　みのり ４年 るき珠算教室

優良賞 佐賀里　芽依 ２年 ブイシード 今福鶴見校 優良賞 堀内　新 １年 ワクムス 北桜塚教室

優良賞 小林　恵理 ４年 ワクムス 曽根長興寺教室 優良賞 松田　陽佐 １年 るき珠算教室

優良賞 権代　航 ３年 ワクムス 北千里教室 優良賞 小島　みのり ３年 ワクムス 曽根長興寺教室

４級クラス ５級クラス

第6回全国珠算連盟大阪支部競技大会

フラッシュ暗算
段位クラス １級クラス

２級クラス ３級クラス

2022年11月20日（日）開催

          　     一般財団法人　全国珠算連盟　大阪支部


