
　第６４回全藤沢珠算競技大会兼そろばんコンクール個人総合成績表
　　 日時：令和３年１１月１４日（日）　
　　                           　　  　主催：藤沢商工会議所・藤沢珠算教育振興会
　　　後援：日本商工会議所・日本珠算連盟・藤沢市・藤沢市議会・藤沢市教育委員会・神奈川新聞社
　　　（社）藤沢市商店会連合会・神奈川県珠算教育連盟・(社)藤沢青年会議所・藤沢ロータリークラブ

賞 名前 塾名 得点 賞 名前 塾名 得点 賞 名前 塾名 得点

金賞 佐々木　愛奈 柴田珠算教室 945 金賞 竹内　舞 柴田珠算教室 925 金賞 山添　舞弥 柴田珠算教室 925

金賞 杉原　梨紗 柴田珠算教室 760 金賞 野村　紋加 髙島そろばん教室 715 金賞 及川　千明 亀井野珠算塾 710

金賞 能勢　理輝 髙島そろばん教室 700 金賞 佐々木　和奏 亀井野珠算塾 660 金賞 池田　葉都季 亀井野珠算塾 645

銀賞 倉本　梨帆 いざわ珠算教室 660 金賞 佐々木　彗 柴田珠算教室 615 金賞 星谷　陸斗 亀井野珠算塾 635

銀賞 佐相　樹 髙島そろばん教室 605 金賞 岡田　真央 腰越珠算塾 605 金賞 石原　百華 柴田珠算教室 585

銀賞 青木　駿太 亀井野珠算塾 525 金賞 井上　咲希 柴田珠算教室 585 金賞 バランガダン　ナイナン 亀井野珠算塾 585

銅賞 池田　天麻音 亀井野珠算塾 385 金賞 上田　幸丸 小澤そろばん教室 580 金賞 稲田　貴一 腰越珠算塾 585

銅賞 阿達　理乃 亀井野珠算塾 325 銀賞 宮澤　慶多 柴田珠算教室 560 金賞 佐藤　怜 荒井珠算研究塾 565

銅賞 松葉　樹 小澤そろばん教室 230 銀賞 関根　律 柴田珠算教室 540 金賞 三好　京 柴田珠算教室 555

銀賞 高木　理仁 髙島そろばん教室 505 金賞 小野　ゆり 柴田珠算教室 540

賞 名前 塾名 得点 賞 名前 塾名 得点 賞 名前 塾名 得点

金賞 望月　海琴 柴田珠算教室 1030 金賞 野村　侑矢 髙島そろばん教室 1065 金賞 佐々木　愛実 柴田珠算教室 1160

金賞 西田　美南 柴田珠算教室 960 金賞 竹内　斗和 柴田珠算教室 950 金賞 髙橋　佑月 柴田珠算教室 995

金賞 佐々木　煌 柴田珠算教室 880 金賞 脇谷　彩叶 亀井野珠算塾 925 金賞 渡邉　詩乃 柴田珠算教室 965

金賞 小林　美結 亀井野珠算塾 880 金賞 大森　悠 柴田珠算教室 910 金賞 近藤　碧瑠 柴田珠算教室 915

金賞 戸塚　怜 柴田珠算教室 880 金賞 藤川　心風 亀井野珠算塾 770 金賞 安藤　那々穂 柴田珠算教室 815

金賞 松井　凌輝 亀井野珠算塾 795 金賞 澤畠　晴花 腰越珠算塾 765 金賞 渡辺　真央 腰越珠算塾 810

金賞 生出　愛海 腰越珠算塾 775 金賞 宮澤　百花 柴田珠算教室 755 金賞 佐藤　結菜 亀井野珠算塾 785

金賞 武仲　千代 柴田珠算教室 720 金賞 佐々木　蒼佑 亀井野珠算塾 750 金賞 吉川　裕大 柴田珠算教室 785

金賞 目黒　心 髙島そろばん教室 705 金賞 古林　歩乃果 腰越珠算塾 745 金賞 小畠　遥斗 亀井野珠算塾 765

金賞 岡田　奈央 腰越珠算塾 705 金賞 落合　立惺 髙島そろばん教室 740 金賞 大西　葵 柴田珠算教室 765

賞 名前 塾名 得点 賞 名前 塾名 得点

金賞 野下　晃平 柴田珠算教室 1170 金賞 原　楓 そろばん湘南館 300

金賞 大高　慎太郎 柴田珠算教室 1075

銀賞 阿保　ひとみ 亀井野珠算塾 950 賞 名前 塾名 得点

銀賞 竹入　結衣 亀井野珠算塾 945 金賞 佐野　えま 竹内珠算塾 895

銀賞 水田　望心 柴田珠算教室 915

銅賞 荒井　梨桜 柴田珠算教室 890 賞 名前 塾名 得点

銅賞 加來　彩雲 腰越珠算塾 825 金賞 吉田　直人 そろばん湘南館 1,185

銅賞 新倉　紗季 腰越珠算塾 820

賞 名前 塾名 得点

金賞 圷　真由美 小澤そろばん教室 905

中学生１年生の部 中学生２年生の部

中学生３年生の部

一般の部（Ⅰ）

一般の部（Ⅱ）

小学生１年生以下の部 小学生２年生の部 小学生３年生の部

小学生４年生の部 小学生５年生の部 小学生６年生の部


