
第40回全日本珠算技能競技オンライン大会

☆入賞記録一覧表



順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

平澤 舞彩 ひらさわ　まや 785

橋爪 花音 はしづめ　かのん 775

吉村 華鈴 よしむら　かりん 765

川邉菜々子 かわべ　ななこ 800

小山 翔大 おやま　しょうた 795

倉田孝太郎 くらた　こうたろう 705

石川県 2,090 澁谷 皇河 しぶたに　こうが 880

山口県 2,085 安藤 明莉 あんどう　あかり 760

島根県 1,925 佐々木脩心 ささき　しゅうご 735

兵庫県 1,865 岡本 彩羽 おかもと　いろは 680

愛知県 1,855 木場祐太朗 こば　ゆうたろう 645

香川県 1,790 石川 冴隼 いしかわ　さやと 625

静岡県 1,775 鈴木 咲蘭 すずき　さら 665

大阪府 1,730 中堂 一路 なかどう　いちろ 580

2022年７月30日（土）実施

会場：【Zoom会議室(各支部指定会場)】

優　勝 三重県 2,325

第
２
位

第
３
位

準優勝 宮城県 2,300



順　位 支　部　名 得　点 支部高点選手名 ふりがな 得　点

松川 りか まつかわ　りか 900

亀山 太陽 かめやま　たいよう 900

林　春貴 はやし　はるき 900

杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 900

小谷 涼太 こたに　りょうた 895

小林 夢奈 こばやし　ゆな 890

石川県 2,640 補永 隼矢 ほなが　しゅんや 890

熊本県 2,420 平山 琴野 ひらやま　ことの 835

栃木県 2,335 赤羽根歩実 あかばね　あゆみ 880

東京都 2,280 中野 凌介 なかの　りょうすけ 825

大阪府 2,260 河村 嘉輝 かわむら　よしき 830

島根県 2,195 高井 純子 たかい　じゅんこ 755

山口県 2,135 安藤 秀幸 あんどう　ひでゆき 790

愛知県 2,130 寺野 竜梧 てらの りゅうご 760

三重県 2,685

2022年７月30日（土）実施

会場：【Zoom会議室(各支部指定会場)】

優　勝 宮城県 2,700

第
２
位

第
３
位

準優勝



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　勝 047 澁谷 皇河 しぶたに　こうが 小５ 石川県 880

準優勝 009 川邉菜々子 かわべ　ななこ 小６ 宮城県 800

010 小山 翔大 おやま　しょうた 小６ 宮城県 795

076 平澤 舞彩 ひらさわ　まや 小４ 三重県 785

077 橋爪 花音 はしづめ　かのん 小６ 三重県 775

078 吉村 華鈴 よしむら　かりん 小４ 三重県 765

079 中村 心海 なかむら　みなみ 小６ 三重県 760

104 安藤 明莉 あんどう　あかり 小６ 山口県 760

040 青木悠二郎 あおき　ゆうじろう 小６ 新潟県 745

100 佐々木脩心 ささき　しゅうご 小４ 島根県 735

048 澁谷 泰我 しぶたに　たいが 小３ 石川県 705

013 倉田孝太郎 くらた　こうたろう 小４ 宮城県 705

015 木村 智明 きむら　ともあき 小６ 埼玉県 690

129 甲斐宗汰郎 かい　そうたろう 小５ 熊本県 690

105 木原 虎徹 きはら　こてつ 小６ 山口県 690

090 岡本 彩羽 おかもと　いろは 小６ 兵庫県 680

058 鈴木 咲蘭 すずき　さら 小５ 静岡県 665

063 木場祐太朗 こば　ゆうたろう 小６ 愛知県 645

012 加納 理央 かのう　りお 小５ 宮城県 640

107 田邉 百華 たなべ　ももか 小６ 山口県 635

110 石川 冴隼 いしかわ　さやと 小６ 香川県 625

011 佐々木優衣 ささき　ゆい 小４ 宮城県 620

059 廣瀨 陽真 ひろせ　はるま 小６ 静岡県 620

第
　
３
　
位

2022年７月30日（土）実施

会場：【Zoom会議室(各支部指定会場)】

第
　
２
　
位



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名 得　点

優　勝 279 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 一般 三重県 900

準優勝 214 松川 りか まつかわ　りか 一般 宮城県 900

209 亀山 太陽 かめやま　たいよう 一般 宮城県 900

211 林　春貴 はやし　はるき 高１ 宮城県 900

210 遠藤 健斗 えんどう　けんと 高２ 宮城県 895

213 林　 諒 はやし　りょう 中２ 宮城県 895

233 深谷 柚衣 ふかや　ゆい 中２ 千葉県 895

280 小谷 涼太 こたに　りょうた 高２ 三重県 895

255 補永 隼矢 ほなが　しゅんや 中３ 石川県 890

281 小林 夢奈 こばやし　ゆな 高３ 三重県 890

257 井上 莉里 いのうえ　りり 高２ 石川県 885

212 花房 華穗 はなぶさ　かほ 高１ 宮城県 885

282 出江理紗子 いずえ　りさこ 中１ 三重県 885

227 赤羽根歩実 あかばね　あゆみ 一般 栃木県 880

283 小川ひかり おがわ　ひかり 中３ 三重県 880

218 遠山　諒 とおやま　りょう 一般 宮城県 865

254 宮崎 翔平 みやざき　しょうへい 一般 石川県 865

217 木村誠一朗 きむら　せいいちろう 高１ 宮城県 845

318 平山 琴野 ひらやま　ことの 中２ 熊本県 835

284 河村 嘉輝 かわむら　よしき 中１ 大阪府 830

256 福田 美有 ふくだ　みゆう 一般 石川県 825

239 中野 凌介 なかの　りょうすけ 高１ 東京都 825

2022年７月30日（土）実施

会場：【Zoom会議室(各支部指定会場)】
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位
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順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優 勝 040 青木悠二郎 あおき　ゆうじろう 小６ 新潟県

準優勝 047 澁谷 皇河 しぶたに　こうが 小５ 石川県

105 木原 虎徹 きはら　こてつ 小６ 山口県

048 澁谷 泰我 しぶたに　たいが 小３ 石川県

129 甲斐宗汰郎 かい　そうたろう 小５ 熊本県

058 鈴木 咲蘭 すずき　さら 小５ 静岡県

104 安藤 明莉 あんどう　あかり 小６ 山口県

059 廣瀨 陽真 ひろせ　はるま 小６ 静岡県

106 堀本　岳 ほりもと　たける 小６ 山口県

009 川邉菜々子 かわべ　ななこ 小６ 宮城県

015 木村 智明 きむら　ともあき 小６ 埼玉県

100 佐々木脩心 ささき　しゅうご 小４ 島根県

101 広瀬 夏鈴 ひろせ　かりん 小６ 島根県

2022年７月30日(土)実施 会場：Zoom会議室(各支部指定会場)

第１部[小学生以下の部]

第
２
位

第
３
位



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優 勝 279 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 一般 三重県

257 井上 莉里 いのうえ　りり 高２ 石川県

319 吉岡 都葉 よしおか　とわ 中１ 熊本県

211 林　春貴 はやし　はるき 高１ 宮城県

209 亀山 太陽 かめやま　たいよう 一般 宮城県

214 松川 りか まつかわ　りか 一般 宮城県

284 河村 嘉輝 かわむら　よしき 中１ 大阪府

224 星野 瑛太 ほしの　えいた 高２ 栃木県

239 中野 凌介 なかの　りょうすけ 高１ 東京都

294 島﨑 是人 しまざき　よしと 一般 兵庫県

250 小黒 太一 おぐろ　たいち 中２ 新潟県

213 林　 諒 はやし　りょう 中２ 宮城県

第２部[中学生以上の部]

第
３
位

2021年９月19日(日)実施 会場：Zoom会議室(各支部指定会場)

第
２
位

準優勝



順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優 勝 009 川邉菜々子 かわべ　ななこ 小６ 宮城県

準優勝 047 澁谷 皇河 しぶたに　こうが 小５ 石川県

015 木村 智明 きむら　ともあき 小６ 埼玉県

129 甲斐宗汰郎 かい　そうたろう 小５ 熊本県

006 鈴木　心 すずき こころ 小６ 北海道

058 鈴木 咲蘭 すずき　さら 小５ 静岡県

059 廣瀨 陽真 ひろせ　はるま 小６ 静岡県

003 本間 正輝 ほんま まさき 小５ 北海道

034 山本 心人 やまもと　はあと 小５ 長野県

061 平田 尚希 ひらた　なおき 小５ 静岡県

101 広瀬 夏鈴 ひろせ　かりん 小６ 島根県

079 中村 心海 なかむら　みなみ 小６ 三重県

2022年７月30日(土)実施 会場：Zoom会議室(各支部指定会場)

第１部[小学生以下の部]

第
２
位

第
３
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順　位 選手番号 選　手　名 ふりがな 学　年 支部名

優 勝 233 深谷 柚衣 ふかや　ゆい 中２ 千葉県

準優勝 319 吉岡 都葉 よしおか　とわ 中１ 熊本県

318 平山 琴野 ひらやま　ことの 中２ 熊本県

209 亀山 太陽 かめやま　たいよう 一般 宮城県

255 補永 隼矢 ほなが　しゅんや 中３ 石川県

214 松川 りか まつかわ　りか 一般 宮城県

211 林　春貴 はやし　はるき 高１ 宮城県

248 二木　晴 ふたつぎ　はる 中２ 長野県

254 宮崎 翔平 みやざき　しょうへい 一般 石川県

279 杵川日向雅 きねかわ　ひゅうが 一般 三重県

224 星野 瑛太 ほしの　えいた 高２ 栃木県

213 林　 諒 はやし　りょう 中２ 宮城県

210 遠藤 健斗 えんどう　けんと 高２ 宮城県

第
３
位

第２部[中学生以上の部]

2022年７月30日(土)実施 会場：Zoom会議室(各支部指定会場)

第
２
位


