
■ 【小学４年生以下の部】

7～16桁加算 5～8桁加算 3桁15口3.5秒

順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属

優 勝 室　　怜愛 Max 優 勝 室　　怜愛 Max 優 勝 伊藤　悠真 石川塾

準優勝 船谷　彩良 Max 準優勝 田口　篤汰 S&A 準優勝 船谷　彩良 Max

田口　篤汰 S&A 藤川　鈴歌 JAC 藤川　鈴歌 JAC

髙木　翔生 Max 伊藤　悠真 石川塾 吉家　禮都 Max

藤川　鈴歌 JAC 平田　幸作 牧野研 室　　怜愛 Max

小内ゆり子 牧野研 船谷　彩良 Max 髙木　翔生 Max

松田朝咲日 Max 生天目澪乃 石川塾 平田　幸作 牧野研

平田　幸作 牧野研 米山のぞみ 石川塾 田口　篤汰 S&A

村松　　翔 牧野研 髙木　翔生 Max

金井　京太 S&A 吉家　禮都 Max 金井　京太 S&A

板橋優里菜 石川塾 平井　優羽 石川塾 小内ゆり子 牧野研

桐山　　結 牧野研 伊奈　玲香 石川塾 百瀬　結飛 石川塾

菊田　凛花 牧野研 難波　冬偉 Max 米山のぞみ 石川塾

石毛　航輔 石川塾 石毛　航輔 石川塾 松田朝咲日 Max

大友　将希 牧野研 小内ゆり子 牧野研 高橋　健太 JAC

伊藤　悠真 石川塾 板橋優里菜 石川塾 浅野　嘉維 Max

難波　冬偉 Max 菊田　凛花 牧野研 澤田　一護 S&A

百瀬　結飛 石川塾 松田朝咲日 Max 石毛　航輔 石川塾

生天目澪乃 石川塾 百瀬　結飛 石川塾 生天目澪乃 石川塾

米山のぞみ 石川塾 金井　京太 S&A 大友　将希 牧野研

板橋優里菜 石川塾

趙　　怡晶 石川塾

難波　冬偉 Max

３等 ３等 ３等

令和３年７月１１日（日）
フォーラムエイト渋谷ジェミニホール

優勝記録 優勝記録 優勝記録

２等 ２等 ２等

令和３年　東京珠算種目別選手権

読上算 読上暗算 フラッシュ暗算



■ 【小学生の部】

7～16桁加算 5～8桁加算 3桁15口3.5秒

順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属

優 勝 野口　芽以 Max 優 勝 野口　芽以 Max 優 勝 野口　芽以 Max

準優勝 志村　瑠音 Max 準優勝 小林　優太 S&A 準優勝 志村　瑠音 Max

葛岡　知桜 Max 朝日　奏多 牧野研 山田　芽依 Max

朝日　奏多 牧野研 山田　芽依 Max 西野　　圭 牧野研

山田　芽依 Max 志村　瑠音 Max 朝日　奏多 牧野研

西野　　圭 牧野研 武田　澪奈 石川塾

武田　澪奈 石川塾 横山　彩乃 Max

森　　心琴 石川塾 川村　友乃 S&A

小林　優太 S&A 大塚　孔貴 石川塾 川村　友乃 S&A

澤田　柑奈 S&A 西野　　圭 牧野研 松澤　ゆり S&A

中川　佳亮 JAC 知念　大悟 石川塾 小林　優太 S&A

横山　彩乃 Max 森　　心琴 石川塾 大塚　孔貴 石川塾

山ノ内英子 Max 小林　可義 Max 藤本　瑛太 JAC

櫻井　玖穏 Max 櫻井　玖穏 Max 武田　澪奈 石川塾

近藤　結菜 牧野研 平井　晴瑠 石川塾 長塚　雅乃 石川塾

佐久間真央 牧野研 島田　大暉 JAC 横山　彩乃 Max

山﨑明日菜 石川塾 藤本　瑛太 JAC 森　　心琴 石川塾

小林　可義 Max 中川　佳亮 JAC 岩本　蒼太 Max

平井　晴瑠 石川塾 葛岡　知桜 Max 小林　可義 Max

川村　友乃 S&A 島田　大暉 JAC

横山　咲希 S&A 小西　ひな 石川塾

３等 ３等 ３等

優勝記録 優勝記録 優勝記録

２等 ２等 ２等

令和３年　東京珠算種目別選手権

令和３年７月１１日（日）
フォーラムエイト渋谷ジェミニホール

読上算 読上暗算 フラッシュ暗算



■ 【中学生の部】

7～16桁加算 5～9桁加算 3桁15口2.8秒

順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属

優 勝 渋谷ありす Max 優 勝 唐松　慶旗 Max 優 勝 唐松　慶旗 Max

準優勝 小田航太郎 Max 準優勝 小田航太郎 Max 準優勝 渋谷ありす Max

唐松　慶旗 Max 桐山　　心 牧野研 小田航太郎 Max

船谷　瑛杜 Max 安藤　　舜 Max 平泉　直貴 Max

志村　百音 Max 堤　　叶帆 牧野研 船谷　瑛杜 Max

安藤　　舜 Max 小田　純子 Max 栗田　優心 Max

小田　純子 Max 栗田　優心 Max 安藤　　舜 Max

池村　心春 牧野研 渋谷ありす Max 小田　純子 Max

平泉　直貴 Max 池村　心春 牧野研 坂本千恵実 牧野研

堤　　叶帆 牧野研 佐々木紅彩 牧野研 志村　百音 Max

桐山　　心 牧野研 船谷　瑛杜 Max 弘中　佑和 石川塾

佐々木紅彩 牧野研 平泉　直貴 Max 高橋　康太 JAC

坂本千恵実 牧野研 坂本千恵実 牧野研 朝日　陽夏 牧野研

石田よつ葉 Max 高橋　康太 JAC 大友　絢斗 牧野研

荒木　　詩 牧野研 志村　百音 Max 桐山　　心 牧野研

村松　　綾 牧野研 朝日　陽夏 牧野研 堤　　叶帆 牧野研

堀内　菜月 S&A 大友　絢斗 牧野研 青島　　蓮 Max

栗田　優心 Max 石田よつ葉 Max

大友　絢斗 牧野研

宮本　遥香 牧野研

３等 ３等 ３等

優勝記録 優勝記録 優勝記録

２等 ２等 ２等

令和３年　東京珠算種目別選手権

令和３年７月１１日（日）
フォーラムエイト渋谷ジェミニホール

読上算 読上暗算 フラッシュ暗算



■ 【高校一般の部】

7～16桁加算 5～10桁加算 3桁15口2秒

順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属 順 位 選 手 名 所 属

優 勝 内田　光咲 Max 優 勝 内田　光咲 Max 優 勝 宮本理香子 Max

準優勝 宮本理香子 Max 準優勝 横川　愛夢 Max 準優勝 内田　光咲 Max

横川　愛夢 Max 松本　大聖 Max 松本　大聖 Max

松本　大聖 Max 阿部　水樹 Max 阿部　水樹 Max

安松あゆみ Max 宮本理香子 Max 横川　愛夢 Max

阿部　水樹 Max 坂本　　聡 牧野研 林　慎一郎 S&A

林　慎一郎 S&A 安松あゆみ Max 安松あゆみ Max

坂本　　聡 牧野研 林　慎一郎 S&A 坂本　　聡 牧野研

３等 ３等 ３等

優勝記録 優勝記録 優勝記録

２等 ２等 ２等

令和３年　東京珠算種目別選手権

令和３年７月１１日（日）
フォーラムエイト渋谷ジェミニホール

読上算 読上暗算 フラッシュ暗算


