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団 体 競 技 読 上 暗 算 読  上  算 フラッシュ暗算
等 団   体   名 得点 等 名     前 学校名 等 名     前 学校名 学年 名     前 学校名 得点

優勝 揖西珠算研究会 1,795 優勝 太田圭亮 太田小 優勝 岸本萌花 揖西東小 1年 福井透真 太田小 7

準優 太田珠算研究会 1,790 永井　翔 石海小 春井詩織 揖西西小 ２年 福本二梨 兵教大附属小 9

２等 岩見珠算学院 1,785 西脇千陽 太田小 太田圭亮 太田小 ３年 伊藤飛輝 斑鳩小 10

山本そろばん塾 1,720 塩津茉由 半田小 塩津茉由 半田小 ４年 春井詩織 揖西西小 10

辻　珠算学院 1,675 春井詩織 揖西西小 太田早紀 太田小 〃 永井　翔 石海小 10

太田早紀 太田小 藤林伴哉 揖西東小 ５年 不動遙香 斑鳩小 10

岸本萌花 揖西東小 塩津奈央 半田小 〃 西脇千陽 太田小 10

名     前 学校名

岸本萌花 揖西東小 竹嶋悠人 石海小 赤本詩歩 揖西東小 〃 竹嶋悠人 石海小 10

中学以上 徳力梓紗 龍野高 10

読 上 暗 算 読  上  算
等 名     前 学校名 等 名     前 学校名

優勝 山田千晴 龍野西中 優勝 小松千紗都 姫路商高

２等 徳力梓紗 龍野高 ２等 山田千晴 龍野西中

３等 小松千紗都 姫路商高 ３等 徳力梓紗 龍野高

名     前 学校名

小松千紗都 姫路商高

不動遙香 10太田小

神戸新聞杯
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２等 ２等

山下悠太

神戸新聞杯

斑鳩小

３等

３等

龍野経済交流センター

◇ 小 学 生 の 部 ◇

◇ 中 学 生 以 上 の 部 ◇

３等

双葉小 ６年 太田圭亮

※ ﾌﾗｯｼｭ暗算は、各部共最高点のみ



        個人総合競技 Ｎｏ．２

優勝 福井透真 太田小 400 優勝 山本彩奈 龍田小 400 優勝 春井紗香 揖西西小 400 優勝 春井詩織 揖西西小 600

準優 郷原誠之助 揖西西小 400 準優 中西まり 太田小 400 準優 伊藤飛輝 斑鳩小 400 準優 太田早紀 太田小 600

２等 後藤由美香 太田小 395 井上夢椛 太田小 400 黒田愛桜 勝原小 400 土井万悠子 石海小 595

３等 伊藤銀冴 斑鳩小 385 大橋乙葉 太田小 400 西脇麻緒 太田小 395 永井　翔 石海小 595

森本莉央 揖西西小 400 不動綾香 斑鳩小 395 藤本健心 太市小 585

福本二梨 兵教大附属小 395 藤林未久 揖西東小 395 北本翔太郎 中央小 580

鈴田海翔 石海小 395 遠山歩果 太田小 395 岡本　航 双葉小 570

後藤まどか 太田小 390 三浦成美 揖西東小 385

熊谷ひかり 石海小 385

等 名　　　前 学校名 得点 阪本茉子 石海小 385

準優 不動遙香 斑鳩小 595 等 名　　　前 学校名 得点

塩津奈央 半田小 595 優勝 太田圭亮 太田小 595

井上愉大 勝原小 595 準優 竹嶋悠人 石海小 595

西脇千陽 太田小 595 谷口晴菜 石海小 595 等 名       前 学校名 得 点

塩津茉由 半田小 585 松尾優佳 伊勢小 590 準優 山田千晴 龍野西中 585

下村駿斗 石海小 585 小川愛水 双葉小 545 ２等 徳力梓紗 龍野高 580

宮地娃衣 太田小 580 小池信之 太田小 540 ３等 田中佑実 龍野高 575

２等

揖西西小 590 姫路商高 595

名       前 学校名 得 点 等学校名 等

380

中塚成昭

３等

太田小 390

得 点等 名　　　前 学校名 得点 名       前 学校名

２等

３等

優勝 岸本萌花 揖西東小

太市小 565

◇小学１年生以下の部◇ ◇小学２年生の部◇

◇小学６年生の部◇

得 点等 名       前

◇小学３年生の部◇ ◇小学４年生の部◇

河内小 390 﨑谷理彩子

２等

３等

中本篤史 相生小

安田芽咲

３等

小松千紗都優勝
２等

田中志樹

◇中学生以上の部◇

600

◇小学５年生の部◇

2等

赤本詩歩 揖西東小 590

３等


