
55　回　愛媛県珠算選

総合入賞成繚表
主催　公益社団法人　全国珠算教育連盟　愛媛県支部

年12月8　日　午前9時

祝谷町1－　5　－　3　3

ワール愛媛文教会館

参加人員　合計182名（高校一般21名・中学校29名・小学校72名・小学校4年生以下60名）

部　門 ��高校一般の部 ���中学校の部 ���小学校の部 ���小学校4年生以下の部 

区分 �憤位 �団体名 �得点 �メンバー �団体名 �得点 �メンバー �団体名 �得点 �メンバー �団体名 �得点 �メンバー 

団 体 �優勝 �今治西高校 �タ，∫，∫ �高橋　藤井　青井 �宇和島南　■ �よ，jl �山本か野本．笠岡 �富　田 �よ，∫∂♂ �越智　若木　加藤 �垣　生 �2，∫，∫ �北代r　松岡　椿野 亮 �宇和島東高校 �よ，クJ♂ �引野　松田　渡部 �今治明徳 �2，タ，♂ �高橋　日湧雄青野 �垣　生 �2，ダ／♂ �北代　中央　須崎 �■宇和津 �2，J♂♂ �山本さ兵頭　笠岡 宇和島商業専門学校 �2，占♂♂ �平　　佐藤　松田 �砥　部 �之，Jg∫ �橋本　木下佳中村 �住　吉 �2，ゲ／♂ �木下　前田　柴田■ �，富　田 �よ，よぎ♂ �越智　青野　青野 

位 �二神そろばん教室 �2，≠2♂ �岡本　竹内　土井 �城　北 �2，2ダク �片山　滝澤　菊池 �砥　部 �よ，ゲ♂ク �刈谷祐大西　木下恭 �寒　川 �2，27ク �川崎　井上　越智 

松山商業高校 �／，♂ア∫ �木下　松浦　石井 � � � �岩　松 �2，J♂∫ �中西　山本　宇都宮 �鶴　島 �2，2J∫ �鹿田　尾形　高橋 

豊　岡 �之，J／∫ �藤田　高橋　加地 �明　倫 �よ，フ9♂ �小倉　山田　豊田 

区分 �瞑位 �選手氏名 �■得点 �学校名 �学年 �選手氏名 �得点 �学校名 �学年 �選手氏名 �得点 �学校名 �学年 �選手氏名 �得点 �学校名 �学年 

個 人 �優勝 �向井　　豪 �／，‘ヲ∫ �松山東 �2 �岡本　萌子 �，ク♂ �今治南 �2 �中西　らら �ヲク♂ �岩　松 �5 �・山本さとみ �，♂♂ �宇和津 �‘4 

位 �眞鍋　雅成 �／，亭ダ∫ �愛大大学院 �1 �山本　祐希 �♂ヲ♂ �城　南 �1 �刈谷祐太郎 �♂ク∫ �砥　部 �5 �■北代　瑞稀 �♂♂♂ �垣　生 �4 

高橋　愛未 �／，〃／∫ �今治西 �2 �高橋　青葉 �♂ヲ♂ �今治明徳 �2 �今泉　咲希 �♂ク♂ �北久米 �6 �川崎　秀人 �．♂♂♂ �寒　川 �4 

平　　直也 �／ノダ♂ �宇商専 � �日浅雄一郎 �♂ア∫ �今治明徳 �3 �宮崎　卯衣 �♂ク♂ �宇和津　‾ �5 �越智　叶穏 �♂ク♂ �富　田 �3 

位 �藤井　隆輔 �／ノ／∫ �今治西 �2 �渡辺　健人 �♂ク♂ �今治南 �2 �越智　咲蘭 �♂ク♂ �富　田 �5 �小倉　執介 �♂占♂ �明■倫 �4 

青井　知章 �／，♂占∫ �今治西 �1 �青木　楓汰 �♂ク♂ �三島南 �2 �若本　大和 �♂占∫ �富　田 �6 �大宿　由乃 �どよ∫ �住　吉 �4 

引野　稜子 �／，クク♂ �宇和島東 �2 �山本かなえ �♂∫♂ �宇和島南 �1 �山本　志穏 �♂∫∫ �岩　松 �5 �鹿田　愛乃 �♂よ♂ �鶴　島 �4 

楠橋　荊帆 �／，♂♂♂ �今治北 �3 �野本　美咲 �♂ゲ♂ �宇和島南 �2 �藤田　愛李 �♂∫∫ �豊　岡 �5 �井上　愛苗 �♂／♂ �寒　川 �4 

渡部　凪紗 �，，♂ �松山大学 �1 �上野　琉依 �♂よ∫ �垣　生 �1 �森　　美姫 �♂∫ク �夷朋 �6 �伊藤　志生 �クタ∫ �岩　松 �4 

岡本　磨奈 �♂ク∫ �二神そろばん教室 � �橋本　■　翔 �どよク �砥　部 �‾3 �岡田　聡美 �♂≠∫ �乃　万 �6 �堀川　稔弘 �79♂ �砥　部 �4 

優秀賞 ��3　名 ��♂占♂点以上 ��6　名 ��77♂点以上 ��16　名 ��ク占ク点以上 ��14　名 ��占♂∫点以上 
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