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銅 順位 氏      名 団体名 得点
1 優勝 柴田 心春 川上スクール 1440 1 優勝 松倉 由依 青山そろばん教室 1560 1 優勝 中村 公乃 アバカススタジオ 1755 1 優勝 浅岡 諒 寺子屋そろばんスクール 1635 1 優勝 太田 悠道 川上スクール 1770
2 金賞 松尾 栞奈 アバカススタジオ 1405 2 金賞 奥村 紗菜 カウントスペース 1485 2 金賞 堤 莉央 アバカススタジオ 1640 2 金賞 青木 梨那 カウントスペース 1570 2 金賞 藤井 琉惺 アバカススタジオ 1760
3 金賞 西尾 実咲 川上スクール 1330 3 金賞 大東 史和 カウントスペース 1435 3 金賞 松本 英倫 アバカススタジオ 1610 3 金賞 フジイ 真育 アバカススタジオ 1535 3 金賞 栗原 優奈 アバカススタジオ 1645
4 金賞 成田 佑 アバカススタジオ 1290 4 金賞 菅原 朔汰郎 アバカススタジオ 1335 4 金賞 根本 拓歩 そろばんサークル 1520 4 金賞 小海 実桃 そろばんサークル 1515 4 金賞 菅原 菜沙 アバカススタジオ 1590
5 金賞 今村 海良 そろばんサークル 1255 5 金賞 三田 紗裕理 宮前そろばんスクール 1315 5 金賞 宮下 天誠 ＡＮＲＹ学習館 1465 5 金賞 千田 凛太郎 寺子屋そろばんスクール 1505 5 金賞 諸岡 椿紗 アバカススタジオ 1495
6 金賞 賀数 直太郎 そろばんサークル 980 6 金賞 木口 尚美 アバカススタジオ 1230 6 金賞 下郡 将喜 川上スクール 1430 6 金賞 長岡 咲希 カウントスペース 1500 6 金賞 山田 ゆうこ 青山そろばん教室 1490
7 金賞 フジイ 聖七 アバカススタジオ 975 7 金賞 立野 結香 一珠会　そろばん・あんざん教室 1230 7 金賞 沼尻 まなみ 寺子屋そろばんスクール 1425 7 金賞 永元 翔大 そろばんサークル 1500 7 金賞 安藤 晴 そろばんサークル 1485
8 金賞 荒川 琴羽 アバカススタジオ 920 8 金賞 北浦 蘭怜 川上スクール 1190 8 金賞 山本 優馬 カウントスペース 1320 8 金賞 野村 倫生 そろばんサークル 1455 8 金賞 荒木 紗帆 川上スクール 1475
9 金賞 深江 健斗 ＡＮＲＹ学習館 840 9 金賞 阪口 慧 そろばんサークル 1095 9 金賞 服部 華 寺子屋そろばんスクール 1275 9 金賞 三谷 悠維 カウントスペース 1345 9 金賞 由井 理彩 そろばんサークル 1430

10 金賞 木村 美智 アバカススタジオ 825 10 金賞 麻生 航希 寺子屋そろばんスクール 1065 10 金賞 田村 優歩 一珠会　そろばん・あんざん教室 1245 10 金賞 秋本 百花 そろばんサークル 1335 10 金賞 榎本 亘佑 みゆき珠算塾 1400
11 金賞 田 濊潾 アバカススタジオ 1045 11 金賞 足立 日和 青山そろばん教室 1235 11 金賞 伊藤 翼 カウントスペース 1330 11 金賞 西村 香乃花 スーパーキッズ 1390
12 金賞 日根 綾香 そろばんサークル 1035 12 金賞 杵渕 深咲 カウントスペース 1230 12 金賞 横山 宗史 ＡＮＲＹ学習館 1325 12 金賞 大川 真央 そろばんサークル 1380

金銀銅 順位 氏      名 団体名 得点 13 金賞 町田 郁実 アバカススタジオ 1025 13 金賞 栗原 そら そろばんサークル 1205 13 金賞 髙田 陽斗 カウントスペース 1320 13 金賞 安部 碧莉 そろばんサークル 1360
1 優勝 丸山 雄大 アバカススタジオ 1645 14 金賞 奥野 美都 川上スクール 975 14 金賞 涌井 温太 アバカススタジオ 1170 14 金賞 徳田 咲希 アバカススタジオ 1310 14 金賞 田辺 亮仁朗 市川珠算塾 1315
2 金賞 北村 道真 アバカススタジオ 1495 15 金賞 長谷川 然 川上スクール 960 15 金賞 大野 日菜子 宮前そろばんスクール 1155 15 金賞 瀬戸 絆浬 アバカススタジオ 1295 15 金賞 伊藤 慈乃 そろばんサークル 1310
3 金賞 濱元 結葉 そろばんサークル 1355 16 金賞 髙橋 拓夢 寺子屋そろばんスクール 915 16 金賞 若林 京治 みゆき珠算塾 1150 16 金賞 森 七海 寺子屋そろばんスクール 1290 16 金賞 高久 唯芽 寺子屋そろばんスクール 1300
4 金賞 佐藤 颯介 アバカススタジオ 1345 17 金賞 峠 來樹 みゆき珠算塾 900 17 金賞 田辺 康誠 稲葉そろばん・電卓教室 1150 17 金賞 岩崎 紗友 そろばんサークル 1285 17 金賞 谷藤 弘康 市川珠算塾 1295
5 金賞 伊東 慶人 アバカススタジオ 1255 18 金賞 小針 愛絆 アバカススタジオ 900 18 金賞 林 幸志郎 アバカススタジオ 1115 18 金賞 長谷川 仁美 川上スクール 1245 18 金賞 岩崎 傑 アバカススタジオ 1280
6 金賞 光定 剛生 そろばんサークル 1235 19 金賞 越後 泉美 青山そろばん教室 900 19 金賞 野村 郁太 そろばんサークル 1105 19 金賞 浜野 守生 そろばんサークル 1240 19 金賞 宗田 真和 市川珠算塾 1270
7 金賞 根本 直輝 そろばんサークル 1235 20 金賞 宮本 龍 アバカススタジオ 890 20 金賞 川島 大輝 一珠会　そろばん・あんざん教室 1060 20 金賞 竹川 真央 そろばんサークル 1240 20 金賞 松尾 光晟 稲葉そろばん・電卓教室 1240
8 金賞 荒川 結羽 アバカススタジオ 1180 21 金賞 安田 汐里 青山そろばん教室 880 21 金賞 宮崎 湊永 みゆき珠算塾 1055 21 金賞 大村 樹 むつみそろばん教室 1240 21 金賞 武者 礼華 アバカススタジオ 1225
9 金賞 白石 竜一 そろばんサークル 1165 22 金賞 齊藤 美慧 一珠会　そろばん・あんざん教室 875 22 金賞 石田 美咲 アバカススタジオ 1055 22 金賞 降矢 怜奈 稲葉そろばん・電卓教室 1225 22 金賞 涌井 潤与 アバカススタジオ 1215

10 金賞 濱田 大和 川上スクール 1155 23 金賞 田中 結斗 アバカススタジオ 860 23 金賞 宗田 吉弘 市川珠算塾 1035 23 金賞 福井 咲希 そろばんサークル 1220 23 金賞 箱田 千咲音 ＡＮＲＹ学習館 1200
11 金賞 遠山 旬 青山そろばん教室 1150 24 金賞 佐々木 大誠 むつみそろばん教室 845 24 金賞 藤山 翔大 そろばんサークル 1010 24 金賞 吉永 ひまり みゆき珠算塾 1215 24 金賞 小針 良慈 アバカススタジオ 1185

12 金賞 新井 颯真 川上スクール 1110 25 金賞 釘宮 円奈 上丸子珠算教室 840 25 金賞 伊藤 裕基 カウントスペース 995 25 金賞 大月 洵佑 一珠会　そろばん・あんざん教室 1215 25 金賞 田森 香帆 市川珠算塾 1175

13 金賞 曽根 啓希 そろばんサークル 1085 26 金賞 石原 遙人 むつみそろばん教室 840 26 金賞 永野 陽莉 むつみそろばん教室 985 26 金賞 大坪 優杏 川上スクール 1215 26 金賞 近藤 咲良 猪俣珠算塾 1160

14 金賞 小森 颯太 アバカススタジオ 1075 27 金賞 手塚 枝歩 むつみそろばん教室 835 27 金賞 遠藤 心夏 川上スクール 980 27 金賞 神藤 由慎 みゆき珠算塾 1205 27 金賞 金野 友哉 川上スクール 1155

15 金賞 松田 龍門 青山そろばん教室 1045 28 金賞 鈴木 エマ 川上スクール 835 28 金賞 杵築 花帆 アバカススタジオ 975 28 金賞 髙橋 莉子 そろばんサークル 1195 28 金賞 齊藤 心夏 ＡＮＲＹ学習館 1150

16 金賞 瀬尾 優奈 寺子屋そろばんスクール 1005 29 29 金賞 清水 彪光 生田そろばん塾 975 29 金賞 小柳 遥雅 川上スクール 1190 29 金賞 笹川 修矢 猪俣珠算塾 1115

17 金賞 諸岡 実桜 アバカススタジオ 930 30 金賞 藤波 創 青山そろばん教室 970 30 金賞 小田切 想 猪俣珠算塾 1185 30 金賞 小野 ひより アバカススタジオ 1115

18 金賞 柳泉 瑠那 川上スクール 925 31 金賞 森 航希 川上スクール 960 31 金賞 小林 優樹奈 アバカススタジオ 1165 31 金賞 白井 万結 むつみそろばん教室 1075

19
金銀

銅 順位 氏      名 団体名 得点 32 金賞 加藤 そら 生田そろばん塾 945 32 金賞 有安 莉歩子 そろばんサークル 1145

1 優勝 田中 陽菜 アバカススタジオ 1780 33 金賞 沼田 咲希 池田そろばん学習教室 935 33 金賞 我妻 來 川上スクール 1145
金銀銅 順位 氏      名 団体名 得点 2 金賞 南 咲妃 青山そろばん教室 1685 34 金賞 横田 理桜 むつみそろばん教室 920 34 金賞 宮島 帆花 カウントスペース 1130 部門 銅 賞

1 優勝 熊野 瑛太 川上スクール 1735 3 金賞 千田 心優 寺子屋そろばんスクール 1650 35 金賞 尾白 晃史 田畑珠算教室 915 35 金賞 海老原 雪菜 川上スクール 1115 小１年 605～

2 金賞 信清 陽菜 カウントスペース 1685 4 金賞 宍戸 亮太 アバカススタジオ 1600 36 金賞 草島 実結 猪俣珠算塾 905 36 金賞 千葉 奏空 みゆき珠算塾 1110 小２年 540～

3 金賞 大山 ひより カウントスペース 1665 5 金賞 山中 空 川上スクール 1560 37 金賞 豊田 穹志 上丸子珠算教室 900 37 金賞 千葉 壮一郎 寺子屋そろばんスクール 1105 小３年 650～

4 金賞 小野 昊希 アバカススタジオ 1570 6 金賞 瀬戸 凜大 アバカススタジオ 1555 38 金賞 中村 嶺太 市川珠算塾 890 38 金賞 林 亜弥美 そろばんサークル 1085 小４年 715～

5 金賞 山﨑 創史 市川珠算塾 1565 7 金賞 中根 かのこ 寺子屋そろばんスクール 1510 39 金賞 上地 美桜 山形珠算教室 890 39 金賞 井指 拓海 むつみそろばん教室 1075 小５年 795～

6 金賞 小海 華楓 そろばんサークル 1405 8 金賞 棟方 かのか 川上スクール 1455 40 金賞 髙橋 珀 カウントスペース 1070 小６年 850～

7 金賞 越後 碧 青山そろばん教室 1350 9 金賞 徳田 香帆 アバカススタジオ 1435 41 金賞 前川 紗季 川上スクール 1070 中１年 865～

8 金賞 花田 光毅 川上スクール 1300 10 金賞 片山 七海 アバカススタジオ 1425 金
銀 順位 氏      名 団体名 得点 42 金賞 池田 和礼 川上スクール 1065 中２年 1035～

9 金賞 松本 奏汰 みゆき珠算塾 1265 11 金賞 前山 梨恵 カウントスペース 1320 1 優勝 田辺 陽菜香 市川珠算塾 1695 中３年 1165～

10 金賞 嶌田 晃久 市川珠算塾 1190 12 金賞 金親 大空 アバカススタジオ 1290 2 優勝 橋場 早和子 市川珠算塾 1695 高校生 495

11 金賞 藤山 凜花 そろばんサークル 1155 13 3 金賞 伊藤 璃音 アバカススタジオ 1600 一般Ⅰ 1145

12 金賞 下村 佑 市川珠算塾 1145 金銀
銅 順位 氏      名 団体名 得点 一般Ⅱ 545～

13 金賞 遠山 真緒 カウントスペース 1115 ## 優勝 小川 孝子 大人のそろばん教室 945 ＊総実参加者数５９９人
14 金賞 古賀 真友良 アバカススタジオ 1115 金銀

銅 順位 氏      名 団体名 得点 金
銀 順位 氏      名 団体名 得点 1 金賞 大谷 良子 大人のそろばん教室 735 ＊同点は同位

15 金賞 土田 亮太 アバカススタジオ 1100 1 優勝 岩崎 とも香 アバカススタジオ 1745 1 優勝 藤城 将志 アバカススタジオ 1710 2 金賞 梶田 圭子 大人のそろばん教室 715 ＊各部門（）内は、部門参加人数
16 金賞 後藤 千里 ＡＮＲＹ学習館 1100 2 金賞 松本 実英 アバカススタジオ 1715 2 金賞 鈴木 和英 加々島珠算塾 1555 金賞 鈴木 達子 大人のそろばん教室 690 ＊欠席者を除く

3

中学校３年生の部(６人） 一般の部Ⅰ(５人）

1260～1040

1580～1520

1210～1110

一般の部Ⅱ(１０人） 1435～1425

600～565

830～655

885～720

1060～800

1050～860

高校生の部(６人） 1095～870

小学校２年生の部（５１人）

中学校２年生の部(３３人）

中学校１年生の部(４６人）

銀  賞

815～625

895～575

２０２０年全国あんざんコンクール(川崎）成績表（金賞）
2020年7月主催：日本珠算連盟・川崎珠算協会

小学校１年生以下の部(２８人） 小学校３年生の部(８１人） 小学校４年生の部(１１５人） 小学校５年生の部(１２５人） 小学校６年生の部(９３人）


