
第4回 全日本FaST 計算能力認定試験・公式記録大会
2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

読上暗算競技

第3位 石黒 煌也 Abacus Studio 15桁5口

第4位 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 14桁5口

第5位 篠塚 晴斗 岡庭珠算塾 14桁5口

第6位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 13桁5口

第7位 塚田 莉菜 けいさんぎのう 13桁5口

第8位 藪内 颯人 今井珠算塾 12桁5口

第9位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 12桁5口

第10位 五十嵐 梨緒 そろばん教室ＵＳＡ 12桁5口

第11位 申 艶靖 金子珠算塾 12桁5口

第12位 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 11桁5口

第12位 小原 陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 11桁5口

第14位 西 純平 阿部珠算教室 11桁5口

第14位 室 怜愛 宮本暗算研究塾Max 11桁5口

第16位 計良 彩水 札幌そろばんファクトリー 11桁5口

第17位 松尾 めぐみ パナソニック 11桁5口

第18位 伊東 慶人 Abacus Studio 9桁5口

第18位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 9桁5口

第18位 藤井 彩乃 青葉計算アカデミー 9桁5口

第21位 有村 伊織 そろばん教室ＵＳＡ 9桁5口

第22位 野口 芽以 宮本暗算研究塾Max 9桁5口

第22位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 9桁5口

第24位 関口 喜な そろばん教室ＵＳＡ 9桁5口

第24位 申 悠宏 金子珠算塾 9桁5口

第26位 齋藤 陽彩 そろばん教室ＵＳＡ 9桁5口

第27位 丸山 雄大 Abacus Studio 8桁5口

第27位 畠山 裕登 鷺宮珠算塾 8桁5口

第27位 堀内 駿吾 けいさんぎのう 8桁5口

第27位 林 葉太 二子玉川そろばんあんざんスクール 8桁5口

優 勝 竹澤 祥加 けいさんぎのう 20桁5口

準優勝 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 16桁5口

※最初に正答した桁数が多い者が上位。同点の場合：2番目に正答した桁数が多い者＞3番目に正答した桁数が多い者＞正答の数

最初に正答した桁数

該当なし



第7位 小原 陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 5 7～16桁15口37秒 ★

第8位 松本 大聖 宮本暗算研究塾Max 4 7～16桁15口40秒 ★

第9位 藪内 颯人 今井珠算塾 4 7～16桁15口42秒 ★

第10位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 3 7～16桁15口36秒 ★

第11位 米良 直樹 阿部珠算教室 2 7～16桁15口40秒 ★

第12位 西 純平 阿部珠算教室 2 7～16桁15口42秒 ★

第13位 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 2 7～16桁15口42秒 ★

第14位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 2 7～16桁15口50秒 ★

第14位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 2 7～16桁15口50秒 ★

第16位 篠塚 晴斗 岡庭珠算塾 1 7～16桁15口37秒 ★

第17位 松尾 めぐみ パナソニック 1 7～16桁15口42秒

第18位 関口 喜な そろばん教室ＵＳＡ 1 7～16桁15口50秒

第19位 唐松 慶旗 宮本暗算研究塾Max 1 7～16桁15口55秒

第19位 中村 公乃 Abacus Studio 1 7～16桁15口55秒

第19位 野口 芽以 宮本暗算研究塾Max 1 7～16桁15口55秒

第19位 渋谷 ありす 宮本暗算研究塾Max 1 7～16桁15口55秒

第19位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 1 7～16桁15口55秒

第19位 葛岡 知桜 宮本暗算研究塾Max 1 7～16桁15口55秒

第19位 室 怜愛 宮本暗算研究塾Max 1 7～16桁15口55秒

第26位 申 艶靖 金子珠算塾 10 7～16桁10口速さ9

第26位 水口 怜奈 そろばん教室ＵＳＡ 10 7～16桁10口速さ9

第28位 佐藤 颯介 Abacus Studio 9 7～16桁10口速さ9

第29位 後藤 佳歩 そろばん教室ＵＳＡ 9 7～16桁10口速さ8

第30位 丸山 雄大 Abacus Studio 8 7～16桁10口速さ9

第3位 白井 裕梨 金子珠算塾 決勝 7～16桁15口37秒

第4位 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 決勝 7～16桁15口37秒

第5位 計良 彩水 札幌そろばんファクトリー 決勝 7～16桁15口40秒 ★

第6位 五十嵐 梨緒 そろばん教室ＵＳＡ 決勝 7～16桁15口41秒 ★

2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

第4回 全日本FaST 計算能力認定試験・公式記録大会

読上算競技

順位決定戦での正答数および正答記録

※決勝問題正答者を上位。決勝問題正答者は、決勝内にて順位確定。正答記録は、決勝問題または順位決定戦での正答問題のうち最も速度の速い問題とする
順位決定戦①の正答数＞難易度の高い問題の正答者を上位＞順位決定戦②の正答数＞難易度の高い問題の正答者を上位

順
位
決
定
戦
②

優 勝 石黒 煌也 Abacus Studio 7～16桁15口36秒

準優勝 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 7～16桁15口36秒

決
勝
問
題
正
答
者
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2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

高倉佑一郎 ギネス申請記録達成（３桁30口3.31秒)

優 勝 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 3桁30口3.31秒

準優勝 辻窪  凛音 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口3.60秒

第3位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 3桁30口3.65秒

第4位 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口3.70秒

第5位 米良 直樹 阿部珠算教室 3桁30口4.00秒

第6位 藪内 颯人 今井珠算塾 3桁30口4.05秒

第7位 石黒 煌也 Abacus Studio 3桁30口4.22秒

第8位 畠山 裕登 鷺宮珠算塾 3桁30口4.42秒

第9位 片山 和 けいさんぎのう 3桁30口4.45秒

第10位 高澤 結愛 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口4.60秒

第11位 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口4.79秒

第12位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 3桁30口4.80秒

第13位 篠塚 晴斗 岡庭珠算塾 3桁30口4.90秒

第14位 小原 陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.00秒

第15位 齋藤 陽彩 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.00秒

第16位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 3桁30口5.00秒

第17位 樫原 陸翔 けいさんぎのう 3桁30口5.20秒

第18位 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.40秒

第19位 関口 喜な そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.40秒

第20位 西 純平 阿部珠算教室 3桁30口5.40秒

第21位 唐松 慶旗 宮本暗算研究塾Max 3桁30口5.44秒

第22位 金森 四葉 けいさんぎのう 3桁30口5.50秒

第23位 中條 琉偉 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.52秒

第24位 井上 栞那 阿部珠算教室 3桁30口5.55秒

第25位 丸山 希和 けいさんぎのう 3桁30口5.61秒

第26位 高嶋 優 けいさんぎのう 3桁30口5.70秒

第27位 後藤 佳歩 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.80秒

第28位 五十嵐 梨緒 そろばん教室ＵＳＡ 3桁30口5.80秒

第29位 眞鍋 雅成 パナソニック 3桁30口5.90秒

第30位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 3桁30口5.99秒

フラッシュ暗算競技

※初版成績表のタイム表記に誤りがございました。お詫び申し上げます。



第4回 全日本FaST 計算能力認定試験・公式記録大会
2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

ペーパー競技＜部門別＞高校一般の部

優 勝 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 267 超上級

第3位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 261 超上級

第4位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 254 超上級

第5位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 250 超上級

第6位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 249 超上級

第7位 篠塚 晴斗 岡庭珠算塾 239 超上級

第7位 小原 陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 239 超上級 ★

第9位 藪内 颯人 今井珠算塾 237 超上級

第9位 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 237 超上級 ★

第11位 計良 彩水 札幌そろばんファクトリー 226 超上級

第11位 五十嵐 梨緒 そろばん教室ＵＳＡ 226 超上級

第13位 西 純平 阿部珠算教室 216 超上級

第13位 白井 裕梨 金子珠算塾 216 超上級

第15位 堀内 駿吾 けいさんぎのう 214 超上級

第16位 松尾 めぐみ パナソニック 213 超上級

第16位 眞鍋 雅成 パナソニック 213 超上級

第16位 水口 怜奈 そろばん教室ＵＳＡ 213 超上級

第19位 高澤 結愛 そろばん教室ＵＳＡ 212 超上級

第20位 後藤 佳歩 そろばん教室ＵＳＡ 207 超上級

第21位 松本 大聖 宮本暗算研究塾Max 201 超上級

第22位 安藤 舜 宮本暗算研究塾Max 200 超上級

第23位 辻窪 玲音 そろばん教室ＵＳＡ 196 超上級

第24位 林 葉太 二子玉川そろばんあんざんスクール 183 上級

第25位 小林 愛実 江古田速算学院 164 上級

第26位 阿久澤 剛史 Abacus Studio 150 上級

第27位 片山 和 けいさんぎのう 147 超上級

第28位 米良 直樹 阿部珠算教室 145 超上級

第29位 田口 彩葉 そろばん教室ＵＳＡ 139 超上級

第30位 広岡 有紗 宮本暗算研究塾Max 122 上級

準優勝 足立 鷲仁 阿部珠算教室 262 超上級



2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

優 勝 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 254 超上級

準優勝 橋本 倖 けいさんぎのう 243 超上級

第3位 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 241 超上級

第4位 齋藤 陽彩 そろばん教室ＵＳＡ 239 超上級

第5位 石黒 煌也 Abacus Studio 227 超上級

第6位 畠山 裕登 鷺宮珠算塾 225 超上級

第7位 申 悠宏 金子珠算塾 215 超上級

第8位 岡田 龍樹 そろばん教室ＵＳＡ 207 超上級

第9位 井上 栞那 阿部珠算教室 206 超上級

第9位 赤澤 慶祐 そろばん教室ＵＳＡ 206 超上級 ★

第11位 金森 四葉 けいさんぎのう 205 超上級

第12位 後藤 智彩貴 そろばん教室ＵＳＡ 203 超上級

第13位 唐松 慶旗 宮本暗算研究塾Max 201 超上級

第14位 栗田 優心 宮本暗算研究塾Max 194 超上級

第15位 山田 芽依 宮本暗算研究塾Max 189 超上級

第16位 藤井 彩乃 青葉計算アカデミー 183 上級

第16位 渋谷 ありす 宮本暗算研究塾Max 183 上級

第18位 西場 麟太朗 江古田速算学院 181 上級

第19位 田中 七菜子 青葉計算アカデミー 180 上級

第20位 高澤 結希 そろばん教室ＵＳＡ 178 上級

第21位 谷本 望珠 石川塾 174 上級

第22位 保立 希乃心 宮本暗算研究塾Max 170 上級

第23位 浜田 こと望 江古田速算学院 168 上級

第23位 横山 彩乃 宮本暗算研究塾Max 168 上級

第23位 石田 よつ葉 宮本暗算研究塾Max 168 上級

第26位 松田 隼 宮本暗算研究塾Max 165 上級

第27位 中川 佳亮 田無そろばん塾JAC 163 上級

第28位 安井 初花 阿部珠算教室 161 上級

第29位 青島 蓮 宮本暗算研究塾Max 159 上級

第30位 申 艶靖 金子珠算塾 153 超上級

第4回 全日本FaST 計算能力認定試験・公式記録大会

ペーパー競技＜部門別＞中学生の部

※30位のみ同点の場合は高点法にて決する。
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優 勝 丸山 希和 けいさんぎのう 263 超上級

準優勝 髙嶋 優 けいさんぎのう 260 超上級

第3位 関口 喜な そろばん教室ＵＳＡ 235 超上級

第4位 樫原 陸翔 けいさんぎのう 234 超上級

第5位 中條 琉偉 そろばん教室ＵＳＡ 220 超上級

第6位 髙木 悠之介 けいさんぎのう 203 超上級

第7位 有村 伊織 そろばん教室ＵＳＡ 198 超上級

第8位 加藤 和奏 そろばん教室ＵＳＡ 196 超上級

第9位 丸山 雄大 Abacus Studio 194 超上級

第10位 伊東 慶人 Abacus Studio 190 超上級

第10位 安藤 こはる 阿部珠算教室 190 上級 ★

第12位 佐藤 紗 そろばん塾ピコ 184 上級

第13位 葛岡 知桜 宮本暗算研究塾Max 178 上級

第14位 田口 海翔 そろばん教室ＵＳＡ 173 上級

第15位 篠原 健汰 阿部珠算教室 172 上級

第16位 山田 秀敏 そろばん教室ＵＳＡ 166 上級

第17位 平山 大雅 そろばん塾ピコ 163 上級

第18位 髙木 翔生 宮本暗算研究塾Max 161 上級

第19位 小林 友愛 阿部珠算教室 160 上級

第20位 藤本 瑛太 田無そろばん塾JAC 155 上級

第20位 草川 葵衣 けいさんぎのう 155 上級

第22位 太田 薫 そろばん教室ＵＳＡ 154 上級

第23位 菅原 朔汰郎 Abacus Studio 152 上級

第24位 猪股 楓 けいさんぎのう 150 上級

第24位 塩井 寿実 そろばん教室ＵＳＡ 150 上級

第26位 石井 温 けいさんぎのう 149 上級

第26位 乾 翔太朗 壱から　そろばん　南草津 149 上級

第26位 荒川 結羽 Abacus Studio 149 上級

第29位 池 芹菜 けいさんぎのう 148 上級

第29位 吉家 禮都 宮本暗算研究塾Max 148 上級

ペーパー競技＜部門別＞高学年の部
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優 勝 伊藤 悠真 石川塾 205 超上級

準優勝 金森 双葉 けいさんぎのう 198 超上級

第3位 堀口 莉紗子 けいさんぎのう 170 上級

第4位 竹澤 優芽 けいさんぎのう 167 上級

第5位 島田 佳尚 そろばん教室ＵＳＡ 165 上級

第6位 室 怜愛 宮本暗算研究塾Max 161 上級

第7位 髙原 郁実 今井珠算塾 159 上級

第8位 樫原 惺來 けいさんぎのう 158 上級

第9位 西村 旭陽 そろばん教室ＵＳＡ 149 上級

第10位 長谷川 玲 けいさんぎのう 147 上級

第11位 浅野 嘉維 宮本暗算研究塾Max 146 中級

第12位 生天目 澪乃 石川塾 145 上級

第12位 陳 丹陽 そろばん塾ピコ 145 上級

第14位 魚路 彩羽 宮本暗算研究塾Max 140 中級

第15位 中山 翔太 宮本暗算研究塾Max 138 中級

第16位 伊奈 玲香 石川塾 136 上級

第17位 中澤 文葉 そろばん教室ＵＳＡ 135 上級

第17位 荒川 琴羽 Abacus Studio 135 上級

第19位 石岡 莉奈 宮本暗算研究塾Max 128 中級

第20位 滝沢 直 宮本暗算研究塾Max 127 中級

第21位 右田 陸 けいさんぎのう 126 上級

第22位 佐藤 元治 そろばん教室ＵＳＡ 123 中級

第22位 寺本 涼 そろばん塾ピコ 123 中級

第24位 千家 咲希子 石川塾 119 中級

第24位 桝田 条助 そろばんゼミナールＵＮＯ 119 中級

第26位 古川 開都 そろばんゼミナールＵＮＯ 117 中級

第27位 塚田 莉菜 けいさんぎのう 115 上級

第28位 浅貝 名喜 そろばん塾ピコ 113 中級

第29位 千葉 瑛都 石川塾 108 中級

第30位 黄 雨果 そろばんゼミナールＵＮＯ 107 中級

ペーパー競技＜部門別＞低学年の部

※30位のみ同点の場合は高点法にて決する。
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ペーパー競技 ベスト100

優 勝 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 267 超上級

準優勝 丸山 希和 けいさんぎのう 263 超上級

第3位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 262 超上級

第4位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 261 超上級

第5位 髙嶋 優 けいさんぎのう 260 超上級

第6位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 254 超上級

第6位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 254 超上級

第8位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 250 超上級

第9位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 249 超上級

第10位 橋本 倖 けいさんぎのう 243 超上級

第11位 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 241 超上級

第12位 篠塚 晴斗 岡庭珠算塾 239 超上級

第12位 齋藤 陽彩 そろばん教室ＵＳＡ 239 超上級

第12位 小原 陽菜 そろばん教室ＵＳＡ 239 超上級

第15位 藪内 颯人 今井珠算塾 237 超上級

第15位 前島 幸太郎 そろばん教室ＵＳＡ 237 超上級

第17位 関口 喜な そろばん教室ＵＳＡ 235 超上級

第18位 樫原 陸翔 けいさんぎのう 234 超上級

第19位 石黒 煌也 Abacus Studio 227 超上級

第20位 計良 彩水 札幌そろばんファクトリー 226 超上級

第20位 五十嵐 梨緒 そろばん教室ＵＳＡ 226 超上級

第22位 畠山 裕登 鷺宮珠算塾 225 超上級

第23位 中條 琉偉 そろばん教室ＵＳＡ 220 超上級

第24位 西 純平 阿部珠算教室 216 超上級

第24位 白井 裕梨 金子珠算塾 216 超上級

第26位 申 悠宏 金子珠算塾 215 超上級

第27位 堀内 駿吾 けいさんぎのう 214 超上級

第28位 松尾 めぐみ パナソニック 213 超上級

第28位 眞鍋 雅成 パナソニック 213 超上級

第28位 水口 怜奈 そろばん教室ＵＳＡ 213 超上級

第31位 高澤 結愛 そろばん教室ＵＳＡ 212 超上級

第32位 後藤 佳歩 そろばん教室ＵＳＡ 207 超上級

第32位 岡田 龍樹 そろばん教室ＵＳＡ 207 超上級

第34位 井上 栞那 阿部珠算教室 206 超上級

第34位 赤澤 慶祐 そろばん教室ＵＳＡ 206 超上級

第36位 金森 四葉 けいさんぎのう 205 超上級

第36位 伊藤 悠真 石川塾 205 超上級

第38位 後藤 智彩貴 そろばん教室ＵＳＡ 203 超上級

第38位 髙木 悠之介 けいさんぎのう 203 超上級

第40位 唐松 慶旗 宮本暗算研究塾Max 201 超上級

第40位 松本 大聖 宮本暗算研究塾Max 201 超上級

第42位 安藤 舜 宮本暗算研究塾Max 200 超上級

第43位 金森 双葉 けいさんぎのう 198 超上級

第43位 有村 伊織 そろばん教室ＵＳＡ 198 超上級

第45位 辻窪 玲音 そろばん教室ＵＳＡ 196 超上級

第45位 加藤 和奏 そろばん教室ＵＳＡ 196 超上級

第47位 栗田 優心 宮本暗算研究塾Max 194 超上級

第47位 丸山 雄大 Abacus Studio 194 超上級

第49位 安藤 こはる 阿部珠算教室 190 上級

第49位 伊東 慶人 Abacus Studio 190 超上級

第51位 山田 芽依 宮本暗算研究塾Max 189 超上級

第52位 佐藤 紗 そろばん塾ピコ 184 上級

第53位 藤井 彩乃 青葉計算アカデミー 183 上級

第53位 林 葉太 二子玉川そろばんあんざんスクール 183 上級

第53位 渋谷 ありす 宮本暗算研究塾Max 183 上級

第56位 西場 麟太朗 江古田速算学院 181 上級

第57位 田中 七菜子 青葉計算アカデミー 180 上級

第58位 葛岡 知桜 宮本暗算研究塾Max 178 上級

第58位 高澤 結希 そろばん教室ＵＳＡ 178 上級

第60位 谷本 望珠 石川塾 174 上級

第61位 田口 海翔 そろばん教室ＵＳＡ 173 上級

第62位 篠原 健汰 阿部珠算教室 172 上級

第63位 保立 希乃心 宮本暗算研究塾Max 170 上級

第63位 堀口 莉紗子 けいさんぎのう 170 上級

第65位 横山 彩乃 宮本暗算研究塾Max 168 上級

第65位 石田 よつ葉 宮本暗算研究塾Max 168 上級

第65位 浜田 こと望 江古田速算学院 168 上級

第68位 竹澤 優芽 けいさんぎのう 167 上級

第69位 山田 秀敏 そろばん教室ＵＳＡ 166 上級

第70位 島田 佳尚 そろばん教室ＵＳＡ 165 上級

第70位 松田 隼 宮本暗算研究塾Max 165 上級

第72位 小林 愛実 江古田速算学院 164 上級

第73位 中川 佳亮 田無そろばん塾JAC 163 上級

第73位 平山 大雅 そろばん塾ピコ 163 上級

第75位 髙木 翔生 宮本暗算研究塾Max 161 上級

第75位 室 怜愛 宮本暗算研究塾Max 161 上級

第75位 安井 初花 阿部珠算教室 161 上級

第78位 小林 友愛 阿部珠算教室 160 上級

第79位 髙原 郁実 今井珠算塾 159 上級

第79位 青島 蓮 宮本暗算研究塾Max 159 上級

第81位 樫原 惺來 けいさんぎのう 158 上級

第82位 草川 葵衣 けいさんぎのう 155 上級

第82位 藤本 瑛太 田無そろばん塾JAC 155 上級

第84位 太田 薫 そろばん教室ＵＳＡ 154 上級

第85位 菅野 まりあ そろばんゼミナールＵＮＯ 153 上級

第85位 申 艶靖 金子珠算塾 153 超上級

第87位 菅原 朔汰郎 Abacus Studio 152 上級

第88位 山口 健太郎 宮本暗算研究塾Max 151 上級

第89位 猪股 楓 けいさんぎのう 150 上級

第89位 阿久澤 剛史 Abacus Studio 150 上級

第89位 塩井 寿実 そろばん教室ＵＳＡ 150 上級

第92位 西村 旭陽 そろばん教室ＵＳＡ 149 上級

第92位 荒川 結羽 Abacus Studio 149 上級

第92位 石井 温 けいさんぎのう 149 上級

第92位 乾 翔太朗 壱から　そろばん　南草津 149 上級

第96位 池 芹菜 けいさんぎのう 148 上級

第96位 吉家 禮都 宮本暗算研究塾Max 148 上級

第98位 片山 和 けいさんぎのう 147 超上級

第98位 境 里彩子 そろばん教室ＵＳＡ 147 上級

第98位 長谷川 玲 けいさんぎのう 147 上級
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番外競技 あまり算

第1位 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 37
第2位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 36
第3位 丸山 希和 けいさんぎのう 35

第1位 西場 麟太朗 江古田速算学院 43
第2位 渋谷 ありす 宮本暗算研究塾Max 41
第3位 安藤 こはる 阿部珠算教室 37

超上級

上級

中級

第1位 杉山 友梨 宮本暗算研究塾Max 44
第1位 吉野 隼太郎 江古田速算学院 44

第３位 浅野 嘉維 宮本暗算研究塾Max 43



第3位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 262

第4位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 261

第5位 髙嶋 優 けいさんぎのう 260

第6位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 254

第6位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 254

第8位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 250

第9位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 249

第10位 橋本 倖 けいさんぎのう 243

優 勝 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 267

準優勝 丸山 希和 けいさんぎのう 263

第3位 渋谷 ありす 宮本暗算研究塾Max 9 183

第4位 林 葉太 二子玉川そろばんあんざんスクール 9 183

第5位 西場 麟太朗 江古田速算学院 9 181

第6位 田中 七菜子 青葉計算アカデミー 9 180

第7位 谷本 望珠 石川塾 8 174

第8位 安藤 こはる 阿部珠算教室 7 190

第9位 藤井 彩乃 青葉計算アカデミー 5 183

第10位 佐藤 紗 そろばん塾ピコ 2 184

優 勝 高澤 結希 そろばん教室ＵＳＡ 9 178

準優勝 葛岡 知桜 宮本暗算研究塾Max 9 178

優 勝 杉山 友梨 宮本暗算研究塾Max 9 145

準優勝 浅野 嘉維 宮本暗算研究塾Max 9 146

第3位 魚路 彩羽 宮本暗算研究塾Max 9 140

第4位 佐藤 友紀 そろばん教室ＵＳＡ 9 139

第5位 岩本 綾太 宮本暗算研究塾Max 9 142

第6位 中山 翔太 宮本暗算研究塾Max 9 138

第7位 村岡 寛治 宮本暗算研究塾Max 9 141

第8位 高橋 こな 江古田速算学院 9 135

第9位 吉野 隼太郎 江古田速算学院 7 141

第10位 知念 大悟 石川塾 6 137

第4回 全日本FaST 計算能力認定試験・公式記録大会
2022年9月11日 会場：拓殖大学文京キャンパス新渡戸稲造記念講堂

※超上級：ペーパー競技の合計得点にてランキング ※上級・中級：ペーパー競技の合計得点上位10名による決勝

ペーパー競技＜レベル別＞

超上級 上級 中級
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※ペーパー競技各種目得点上位者10名が決勝進出。
各種目の得点が同点だった場合、失点の少ない者を上位とし、決勝進出者を決定。

優 勝 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 20 89

準優勝 髙嶋 優 けいさんぎのう 17 86

かけ算

第3位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 16 84

第4位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 16 87

第5位 丸山 希和 けいさんぎのう 16 86

第6位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 16 88

第7位 齋藤 陽彩 そろばん教室ＵＳＡ 14 82

第8位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 12 85

第9位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 12 86

第10位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 12 85

優 勝 丸山 希和 けいさんぎのう 19 90

準優勝 足立 鷲仁 阿部珠算教室 18 90

第3位 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 18 90

第4位 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 18 88

第5位 髙嶋 優 けいさんぎのう 17 86

第6位 園田 柚子 そろばん教室ＵＳＡ 17 81

第7位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 16 83

第8位 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 15 83

第9位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 14 80

第10位 樫原 陸翔 けいさんぎのう 13 83

わり算

優 勝 篠塚 颯太 岡庭珠算塾 14 86

準優勝 辻窪 凛音 そろばん教室ＵＳＡ 14 85

第3位 高倉 佑一朗 けいさんぎのう 14 85

第4位 弥谷 拓哉 そろばん教室ＵＳＡ 14 88

第5位 足立 鷲仁 阿部珠算教室 13 85

第6位 髙嶋 優 けいさんぎのう 13 88

第7位 丸山 希和 けいさんぎのう 13 87

第8位 竹澤 祥加 けいさんぎのう 13 86

第9位 佐藤 亜美 けいさんぎのう 13 85

第10位 橋本 倖 けいさんぎのう 11 83

見取算

ペーパー競技＜種目別＞
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団体総合競技（10人団体）

優勝 そろばん教室ＵＳＡ 埼玉県 2378

準優勝 けいさんぎのう 千葉県 2375

第3位 宮本暗算研究塾Max 東京都 1852

第4位 Abacus Studio 東京都 1616

第5位 石川塾 東京都 1419

第6位 江古田速算学院 東京都 1342

第7位 そろばんゼミナールＵＮＯ 埼玉県 1237


