
主催：全関西学生珠算競技大会運営委員会　
後援：（一社）日本珠算連盟 （公社）全国珠算教育連盟 （公社）全国珠算学校連盟 大阪商工会議所 守口門真商工会議所 （一社）大阪珠算協会 （一社）兵庫県珠算連盟 月刊珠算情報誌『サンライズ』（順不同）

２０１８年度　全関西学生珠算競技大会　入賞者一覧表

【 総 合 競 技 】 【 総 合 競 技 】 【 総 合 競 技 】

入　賞 得　点 入　賞 得　点 入　賞 得　点
優　勝 1973 優　勝 1968 優　勝 1890
２　位 1973 ２　位 1923 ２　位 1883
３　位 1972 ３　位 1873 ３　位 1872
４　位 1921 ４　位 1851 ４　位 1857
５　位 1544 ５　位 1831 ５　位 1854
６　位 1529 ６　位 1827 ６　位 1789
７　位 1514 ７　位 1809 ７　位 1754
８　位 1497 ８　位 1801 ８　位 1751

９　位 1775 ９　位 1694
１０位 1767 １０位 1689

入　賞 氏　名 塾　名 得　点 入　賞 氏　名 塾　名 得　点 入　賞 氏　名 塾　名 得　点
優　勝 金本　大夢 星の郷総合教室 660 優　勝 江口　尊琉 星の郷総合教室 660 優　勝 中谷謙士朗 泉大津計算アカデミー 654
２　位 藪内　颯人 今井珠算塾 660 ２　位 山内　美空 星の郷総合教室 657 ２　位 田中ひかる あんざんファクトリーNeo 647
２　位 岩成　　海 星の郷総合教室 660 ３　位 永津　敦之 星の郷総合教室 651 ３　位 𠮷川　大樹 かしはら計算スクールNexus 640
２　位 眞鍋　雅行 あんざんファクトリーNeo 660 ４　位 井口　優太 あんざんファクトリーNeo 650 ４　位 奥野　友乃 今井珠算塾 632
５　位 西　　純平 阿部珠算教室 659 ５　位 佐野　幹太 星の郷総合教室 646 ５　位 森本　晟仁 かしはら計算スクールNexus 628
６　位 小西　真央 あんざんファクトリーNeo 658 ６　位 東田　望夢 あんざんファクトリーNeo 645 ６　位 西畑　美伶 星の郷総合教室 627
７　位 足立　鷲仁 阿部珠算教室 657 ７　位 岡﨑　叶夏 金岡珠算塾 644 ７　位 黒田　征嗣 今井珠算塾 625
７　位 柴田　航希 阿部珠算教室 657 ８　位 足田　大成 南大阪珠算振興会益田珠算塾 639 ８　位 山口佳乃花 金岡珠算塾 623
７　位 假屋　空翔 今井珠算塾 657 ９　位 𠮷川　祐樹 かしはら計算スクールNexus 637 ８　位 西槇　　渉 あんざんファクトリーNeo 623
１０位 谷　彩知代 あんざんファクトリーNeo 655 １０位 大上　航正 星の郷総合教室 635 １０位 深江　萌黄 星の郷総合教室 621
１１位 岩成　　桃 星の郷総合教室 652 １１位 名倉　侑沙 名倉珠算教室 633 １１位 畑部　海陽 あんざんファクトリーNeo 620
１１位 乾　ほの香 梶田珠算学院 652 １２位 辻　　和奏 あんざんファクトリーNeo 628 １２位 辰巳佳菜子 あんざんスクールMAX 617
１３位 金本　愛夢 星の郷総合教室 645 １３位 奥村　美月 珠学館 627 １３位 石垣　名菜 そろばん脳育学園 616
１４位 森本　　星 あんざんファクトリーNeo 640 １４位 竹谷　綾菜 かしはら計算スクールNexus 625 １４位 山田　茉奈 泉大津計算アカデミー 615
１５位 阿部　堅真 阿部珠算教室 637 １５位 石田恵一朗 そろばん脳育学園 624 １４位 藤原　英俊 あんざんスクールMAX 615
１６位 岸前莉愛来 あんざんファクトリーNeo 632 １６位 田路　結子 大屋珠算教室 623 １４位 竹谷　優輝 かしはら計算スクールNexus 615
１７位 曽根　怜愛 田中珠算教室 630 １７位 山内　健翔 南大阪珠算振興会広原珠算塾 621 １７位 嶋津　昇平 氏家珠算学院 612
１８位 篠原　大輝 阿部珠算教室 629 １８位 玉置　桃叶 珠学館 619 １８位 竹下　結望 あゆみ珠算書道教室 611
１９位 粟村　　遼 山本珠算教室 626 １８位 嶋　　蒼葉 平安速算会白梅町教場 619 １９位 松田　聖司 あんざんファクトリーNeo 610
２０位 三尾　悠子 大阪坂倉速算会野里教場 623 １８位 尾﨑　璃愛 神戸あんざんアカデミー 619 ２０位 小西　唯月 かしはら計算スクールNexus 609
２１位 森田　有尋 かしはら計算スクールNexus 613 １８位 仁部　祐大 本庄珠算学院塩屋台教場 619 ２１位 保田谷さくら 梶田珠算学院 608
２２位 深津日菜子 あんざんファクトリーNeo 612 ２２位 原田　悠衣 山本珠算教室 618 ２１位 赤木　柚月 名倉珠算教室 608
２３位 若狭　侑香 泉大津計算アカデミー 611 ２３位 辻本　萌愛 南珠算教室 617 ２３位 茅島　陸斗 星の郷総合教室 606
２４位 谷垣　文駿 あんざんファクトリーNeo 609 ２４位 城　はなの 南珠算教室 616 ２４位 辻本　　陸 南珠算教室 605
２５位 高井　大地 あんざんファクトリーNeo 605 ２５位 安藤　メイ 阿部珠算教室 614 ２５位 和山七奈加 泉大津計算アカデミー 603
２６位 高橋　宏明 今井珠算塾 604 ２６位 杉本　恭子 たのわくそろばん教室 613 ２５位 北山　三聖 あんざんファクトリーNeo 603
２７位 米良　直樹 阿部珠算教室 600 ２７位 村上　伊織 今井珠算塾 612 ２７位 亀多　時成 かしはら計算スクールNexus 601
２８位 円光寺俊介 氏家珠算学院 594 ２８位 杉本　紗菜 かしはら計算スクールNexus 611 ２８位 中村　莉子 今井珠算塾 600
２９位 阿部　創真 阿部珠算教室 593 ２９位 吉村　駿成 かしはら計算スクールNexus 610 ２８位 南　　愛莉 山本珠算教室 600
３０位 松下　璃来 平安速算会白梅町教場 583 ３０位 内垣　理子 大屋珠算教室 607 ３０位 土本真結香 今井珠算塾 599

３０位 増野　碧依 名倉珠算教室 599

日時：2018年7月1日（日）　会場：大阪南港 ＡＴＣホール

個人の部 個人の部 個人の部

塾　名
星の郷総合教室

あんざんファクトリーNeo
かしはら計算スクールNexus

塾　名
あんざんファクトリーNeo

山本珠算教室鈴木珠算教室

梶田珠算学院
阿部珠算教室

珠学館
鈴木珠算教室

南大阪珠算振興会広原珠算塾
神戸あんざんアカデミー

かしはら計算スクールNexus

名倉珠算教室
あんざんスクールMAX

金岡珠算塾
山本珠算教室

学 生 の 部 高 学 年 の 部 低 学 年 の 部

珠学館
大屋珠算教室

阿部珠算教室
星の郷総合教室
今井珠算塾

そろばん脳育学園

塾　名
あんざんファクトリーNeo

団体の部団体の部 団体の部

かしはら計算スクールNexus
泉大津計算アカデミー

今井珠算塾
星の郷総合教室



主催：全関西学生珠算競技大会運営委員会　
後援：（一社）日本珠算連盟 （公社）全国珠算教育連盟 （公社）全国珠算学校連盟 大阪商工会議所 守口門真商工会議所 （一社）大阪珠算協会 （一社）兵庫県珠算連盟 月刊珠算情報誌『サンライズ』（順不同）

２０１８年度　全関西学生珠算競技大会　入賞者一覧表

【 番 外 競 技 】 【 番 外 競 技 】 【 番 外 競 技 】

入　賞 氏　名 入　賞 氏　名 入　賞 氏　名
優　勝 西　　純平 優　勝 永津　敦之 優　勝 𠮷川　大樹
２　位 金本　愛夢 ２　位 井口　優太 ２　位 嶋津　昇平
３　位 眞鍋　雅行 ３　位 尾﨑　璃愛 ２　位 中谷謙士朗
４　位 藪内　颯人 ４　位 山内　美空 ２　位 森本　晟仁
４　位 金本　大夢 ５　位 村上　伊織 ５　位 阪本　将清
６　位 篠原　大輝 ６　位 草野　咲果 ５　位 黒田　征嗣
７　位 乾　ほの香 ６　位 下庄　真央 ５　位 増野　碧依
７　位 足立　鷲仁 ６　位 萬代　瑞穂 ５　位 竹谷　優輝
７　位 岩成　　海 ６　位 名倉　侑沙 ５　位 渡邊　琴巴
７　位 松下　璃来 ６　位 竹谷　綾菜 ５　位 辻本　　陸
７　位 谷　彩知代 ６　位 岡﨑　叶夏 ５　位 西槇　　渉

６　位 東田　望夢 ５　位 松田　聖司

入　賞 氏　名 入　賞 氏　名 入　賞 氏　名
優　勝 金本　大夢 優　勝 岡﨑　叶夏 優　勝 松田　聖司
２　位 藪内　颯人 ２　位 大上　航正 ２　位 中谷謙士朗
３　位 足立　鷲仁 ２　位 永津　敦之 ２　位 藤井　一毅
３　位 西　　純平 ２　位 佐々木悠人 ２　位 𠮷川　大樹
３　位 金本　愛夢 ２　位 尾﨑　璃愛 ５　位 河村　嘉輝
６　位 乾　ほの香 ２　位 東田　望夢 ６　位 黒田　征嗣
６　位 柴田　航希 ７　位 山内　美空 ６　位 藤原　英俊
６　位 岩成　　海 ７　位 竹谷　綾菜 ６　位 小西　唯月

７　位 唐津　綾香 ６　位 竹谷　優輝
７　位 井口　優太 ６　位 西槇　　渉
７　位 山内　健翔

入　賞 氏　名 入　賞 氏　名 入　賞 氏　名
優　勝 金本　大夢 優　勝 東田　望夢 優　勝 中谷謙士朗
２　位 藪内　颯人 ２　位 岡﨑　叶夏 ２　位 田中ひかる
３　位 阿部　堅真 ２　位 辻　　和奏 ２　位 西槇　　渉
３　位 眞鍋　雅行 ２　位 枝光　康介 ４　位 黒田　征嗣
５　位 金本　愛夢 ５　位 江口　尊琉 ５　位 石垣　名菜
６　位 西　　純平 ６　位 山内　美空 ５　位 河村　嘉輝
６　位 円光寺俊介 ７　位 永津　敦之 ５　位 藤井　一毅
６　位 假屋　空翔 ８　位 奥村　美月 ５　位 竹谷　優輝
６　位 高橋　宏明 ８　位 杉本　紗菜 ５　位 矢野　求眞
６　位 小西　真央 ８　位 内垣　理子 ５　位 辻本　　陸
６　位 岸前莉愛来 ８　位 井口　優太 ５　位 山口佳乃花
６　位 谷　彩知代 ８　位 尻谷　月菜 ５　位 畑部　海陽

日時：2018年7月1日（日）　会場：大阪南港 ＡＴＣホール

あんざんファクトリーNeo
あんざんファクトリーNeo

金岡珠算塾
あんざんファクトリーNeo

東洋珠算学院
名谷珠算教室

大屋珠算教室
あんざんファクトリーNeo

南大阪珠算振興会広原珠算塾

星の郷総合教室
珠学館

かしはら計算スクールNexus

あんざんスクールMAX
かしはら計算スクールNexus
かしはら計算スクールNexus
あんざんファクトリーNeo

塾　名
泉大津計算アカデミー

フラッシュ暗算

塾　名

あんざんファクトリーNeo

あんざんファクトリーNeo
泉大津計算アカデミー

名谷珠算教室
かしはら計算スクールNexus

東洋珠算学院
今井珠算塾

読　上　暗　算

金岡珠算塾
星の郷総合教室
星の郷総合教室
四塚珠算塾

神戸あんざんアカデミー
あんざんファクトリーNeo

あんざんファクトリーNeo

塾　名
あんざんファクトリーNeo

金岡珠算塾 あんざんファクトリーNeo
あんざんファクトリーNeo

星の郷総合教室
阿部珠算教室
氏家珠算学院
今井珠算塾
今井珠算塾

あんざんファクトリーNeo

塾　名
星の郷総合教室
今井珠算塾
阿部珠算教室

あんざんファクトリーNeo 今井珠算塾
そろばん脳育学園

星の郷総合教室

あんざんファクトリーNeo
星の郷総合教室

かしはら計算スクールNexus
神戸あんざんアカデミー

南珠算教室

阿部珠算教室
星の郷総合教室

フラッシュ暗算 フラッシュ暗算

星の郷総合教室
かしはら計算スクールNexus

金岡珠算塾
あんざんファクトリーNeo

南大阪珠算振興会広原珠算塾

星の郷総合教室
今井珠算塾
阿部珠算教室
阿部珠算教室
星の郷総合教室
梶田珠算学院

星の郷総合教室

読　上　暗　算 読　上　暗　算
塾　名 塾　名

名倉珠算教室
かしはら計算スクールNexus

金岡珠算塾
あんざんファクトリーNeo

阿部珠算教室
梶田珠算学院
阿部珠算教室
星の郷総合教室

平安速算会白梅町教場
あんざんファクトリーNeo

あんざんファクトリーNeo
神戸あんざんアカデミー

塾　名
阿部珠算教室
星の郷総合教室

あんざんファクトリーNeo
今井珠算塾

星の郷総合教室

神戸あんざんアカデミー
南珠算教室

あんざんファクトリーNeo

塾　名
かしはら計算スクールNexus

氏家珠算学院
泉大津計算アカデミー

かしはら計算スクールNexus
梶田珠算学院
今井珠算塾
名倉珠算教室

塾　名

星の郷総合教室
今井珠算塾
梶田珠算学院
阿部珠算教室
四塚珠算塾 かしはら計算スクールNexus

学 生 の 部 高 学 年 の 部 低 学 年 の 部

読　上　算 読　上　算 読　上　算
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２０１８年度　全関西学生珠算競技大会　入賞者一覧表

【 番 外 競 技 】 【 番 外 競 技 】 【 番 外 競 技 】

塾　名 得　点 塾　名 得　点 塾　名 得　点

梶田珠算学院 30 星の郷総合教室 30 泉大津計算アカデミー 29

阿部珠算教室 30 星の郷総合教室 30 あんざんファクトリーNeo 27

阿部珠算教室 30 あんざんファクトリーNeo 30 今井珠算塾 26

阿部珠算教室 30 金岡珠算塾 29 かしはら計算スクールNexus 26

今井珠算塾 30 あんざんファクトリーNeo 29 あんざんファクトリーNeo 26

星の郷総合教室 30 かしはら計算スクールNexus 28 かしはら計算スクールNexus 25

星の郷総合教室 30 神戸あんざんアカデミー 28 あんざんファクトリーNeo 25

あんざんファクトリーNeo 30 四塚珠算塾 27 名谷珠算教室 24

阿部珠算教室 29 名倉珠算教室 27 かしはら計算スクールNexus 24

今井珠算塾 29 大屋珠算教室 27 南珠算教室 24

星の郷総合教室 29 今井珠算塾 26 そろばん脳育学園 23

あんざんファクトリーNeo 29 星の郷総合教室 26 金岡珠算塾 23

あんざんファクトリーNeo 29 梶田珠算学院 25 名倉珠算教室 22

氏家珠算学院 28 珠学館 25 あんざんスクールMAX 21

今井珠算塾 28 珠学館 25 阿部珠算教室 20

かしはら計算スクールNexus 28 かしはら計算スクールNexus 25 星の郷総合教室 20

大阪坂倉速算会野里教場 28 かしはら計算スクールNexus 25 東洋珠算学院 20

あんざんファクトリーNeo 28 神戸あんざんアカデミー 25 神戸あんざんアカデミー 20

阿部珠算教室 27 大屋珠算教室 25 梶田珠算学院 19

泉大津計算アカデミー 27 あんざんファクトリーNeo 25 氏家珠算学院 19

あんざんファクトリーNeo 27 珠学館 24 今井珠算塾 19

阿部珠算教室 26 星の郷総合教室 24 名倉珠算教室 19

名倉珠算教室 26 大屋珠算教室 24 あゆみ珠算書道教室 19

田中珠算教室 26 本庄珠算学院塩屋台教場 24 かしはら計算スクールNexus 19

あんざんファクトリーNeo 26 あんざんファクトリーNeo 24 神戸あんざんアカデミー 19

鈴木珠算学院 26 阿部珠算教室 23 あんざんファクトリーNeo 19

珠学館 25 大屋珠算教室 23 梶田珠算学院 18

平安速算会白梅町教場 25 金岡珠算塾 23 阿部珠算教室 18

あんざんファクトリーNeo 24 南大阪珠算振興会広原珠算塾 23 今井珠算塾 18

あんざんファクトリーNeo 24 泉大津計算アカデミー 18

あんざんファクトリーNeo 23 あんざんファクトリーNeo 18

星の郷総合教室 22 あんざんファクトリーNeo 18

水野珠算教室 22 あんざんファクトリーNeo 18

日時：2018年7月1日（日）　会場：大阪南港 ＡＴＣホール

森本　晟仁

辻本　　陸

石垣　名菜

山口佳乃花

増野　碧依

藤原　英俊

平田　基偉

阪本　将清

庄司　悠真

奥野　友乃

山田　茉奈

畑部　海陽

屋　倖乃心

尾下　萌音

酒井　皇成

竹下　結望

小西　唯月

渡邊　琴巴

品川　拓路

辻　　和奏

梅原　梨乃

大上　航正

薮上　千夏

仁部　祐大

枝光　康介

下庄　真央

諏訪　優奈

唐津　綾香

山内　健翔

川池　莉花

山内　美空

井口　優太

岡﨑　叶夏

東田　望夢

竹谷　綾菜

尾﨑　璃愛

山下　詩織

松下　璃来

谷垣　文駿

安川　佑佳

深津日菜子

岩成　　桃

小西　真央

米良　直樹

増野　陽音

曽根　怜愛

高井　大地

木村　有里

假屋　空翔

佐々木悠人

名倉　侑沙

森本　　星

阿部　堅真

若狭　侑香

篠原　大輝

高橋　宏明

岩成　　海

眞鍋　雅行

谷　彩知代

円光寺俊介

粂川　泰空

田路　結子

内垣　理子

村上　伊織

江口　尊琉

草野　咲果

奥村　美月

玉置　桃叶

杉本　紗菜

𠮷川　祐樹

金本　大夢

岸前莉愛来

三尾　悠子

乾　ほの香

足立　鷲仁

優　秀　賞
氏　名

学 生 の 部

森田　有尋

西槇　　渉

優　秀　賞 優　秀　賞

高 学 年 の 部 低 学 年 の 部

柴田　航希

西　　純平

藪内　颯人

金本　愛夢

氏　名

永津　敦之

氏　名

中谷謙士朗

矢野　求眞

白土　晃子

嶋津　昇平

黒田　征嗣

𠮷川　大樹

田中ひかる

竹谷　優輝

松田　聖司

藤井　一毅

井上　栞那

西畑　美伶

河村　嘉輝


