
川崎市立商業高等学校

【団体総合競技】

高校・一般の部

得点 団体名

優勝 3,720 慶應義塾大学 澤田　進之介 黄　俊彦 大坪　進矢

２等 3,710 神林そろあん教室 芦田　涼太朗 阿部　心織 棚井　あいり

３等 3,680 高橋そろばん塾 髙橋　力 髙橋　弘 髙橋　剛

中学校の部

得点 団体名

優勝 4,110 神林そろあん教室 吉田　元紀 青野　彩夏 末廣　優直

２等 2,950 育葉会弥生台教室 上柿　魁才 藤貫　遥香 佐藤　柊哉

３等 2,890 昭和珠算塾美しが丘支部 鈴木　梨々花 松平　祐実 岩本　悠伽

３等 2,700 淵野辺学院そろばん教室 大内　星羽 横谷　琉聖 細矢　楓

　　小学校５・６年生の部

得点 団体名

優勝 4,200 青葉計算アカデミー 大熊　快 宮﨑　愛菜 宮﨑　春香

3,830 神林そろあん教室 小山　真結香 永見　佳連 諸星　雅治

3,750 伊藤速算塾 中西　重勝 田谷　真紘 西　彩希

3,500 淵野辺学院そろばん教室 山川　詩織 三井　陽太 町田　康晟

3,460 秀峰学園 平川　瑞貴 都甲　莉緒 小林　夕眞

3,170 日限山そろばん教室 疋田　和子 森田　　旅 原田　拓実

3,150 さとうソロバン教室 菅原　杏菜 岸川　茉夢 小林　由弥

2,980 昭和珠算塾美しが丘支部 吉澤　彩陽 廣田　結衣 岡田　さくら

2,970 岩月そろばん教室 野澤　仁 竹村　治紀 川島　由莉

　　小学校３・４年生の部

得点 団体名 選手名

優勝 4,200 青葉計算アカデミー 尾曲　陽奈 大熊　伶 浦野　真樹

4,080 神林そろあん教室 牧田　和華 丁　佳慧 佐藤　加穂

3,950 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 田村　将也 鈴木　寿空 徳重　舞

3,630 淵野辺学院そろばん教室 鈴木　悠斗 横谷　菜々 神田　獅道

3,060 秀峰学園 加藤　秀馬 杉浦　颯海 新井　風良

2,740 育葉会弥生台教室 矢部　光一 廣田　和奏 戴　奕翎

2,660 美しが丘そろばん教室 桑澤　那奈 戸田　明花 河田　怜佳

2,630 岩月そろばん教室 櫻井　生来 川島　三奈 大貫　五生希

2,500 戸塚そろばん教室 竹下　珠々 荻野　えりか 勝碕　翔太

３等

２等

２等

３等

選手名

選手名

選手名

平成２８年度全神奈川珠算選手権大会　　成績一覧表
平成28年9月11日



No.1

川崎市立商業高等学校

【個人総合競技】

高校・一般の部 　　小学校５・６年生の部

得点 選手名 団体名 得点 選手名 団体名

優勝 1,440 髙橋　力 高橋そろばん塾 優勝 1,490 大熊　快 青葉計算アカデミー

1,360 澤田　進之介 慶應義塾大学 1,450 宮﨑　愛菜 青葉計算アカデミー

1,340 芦田　涼太朗 神林そろあん教室 1,430 小山　真結香 神林そろあん教室

1,330 黄　俊彦 慶應義塾大学 1,400 田遠　駿 でんどう珠算塾

1,290 谷坂　弘晃 加々島珠算塾 1,400 菅原　杏菜 さとうソロバン教室

1,210 阿部　心織 神林そろあん教室 1,350 山川　詩織 淵野辺学院そろばん教室

1,210 飯島　智師 昭和珠算塾美しが丘支部 1,340 平川　瑞貴 秀峰学園

1,330 永見　佳連 神林そろあん教室

中学校の部 1,320 中西　重勝 伊藤速算塾

得点 選手名 団体名 1,270 五十嵐　咲絢 西前珠算教習所

優勝 1,440 吉田　元紀 神林そろあん教室 1,260 宮﨑　春香 青葉計算アカデミー

1,420 青野　彩夏 神林そろあん教室 1,220 田谷　真紘 伊藤速算塾

1,370 上柿　魁才 育葉会弥生台教室 1,210 西　彩希 伊藤速算塾

1,360 鈴木　梨々花 昭和珠算塾美しが丘支部 1,190 宮本　魁人 横浜金子珠算研究塾

1,320 隈部　達輝 聖光学院 1,190 小川　陽奈 伊藤速算塾

1,250 末廣　優直 神林そろあん教室 1,160 三橋　麗 伊藤速算塾

1,200 小俣　仁美 神林そろあん教室 1,130 吉澤　彩陽 昭和珠算塾美しが丘支部

1,170 原田　結衣 神林そろあん教室 1,130 三井　陽太 淵野辺学院そろばん教室

1,120 大内　星羽 淵野辺学院そろばん教室 1,110 佐藤　里帆 鴨居そろばん教室

1,090 小田中　ひかり 神林そろあん教室 1,100 岡田　樹 育葉会　弥生台教室

1,090 宮﨑　史織 青葉計算アカデミー 1,090 鰐石　琥太朗 育葉会　弥生台教室

1,060 梅宮　優和 伊藤速算塾 1,090 疋田　和子 日限山そろばん教室

1,000 大谷　陽奈 伊藤速算塾 1,080 都甲　莉緒 秀峰学園

980 藤貫　遥香 育葉会弥生台教室 1,080 森田　　旅 日限山そろばん教室

1,070 諸星　雅治 神林そろあん教室

　小学校3･4年生の部 1,060 野澤　仁 岩月そろばん教室

得点 選手名 団体名

優勝 1,460 牧田　和華 神林そろあん教室

1,410 尾曲　陽奈 青葉計算アカデミー 　小学校3･4年生の部

1,400 大熊　伶 青葉計算アカデミー 1,300 田邉　光映 梅田あんざん教室

1,390 浦野　真樹 青葉計算アカデミー 1,300 和田　純怜 青葉計算アカデミー

1,390 田村　将也 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 1,290 加藤　秀馬 秀峰学園

1,360 鈴木　悠斗 淵野辺学院そろばん教室 1,280 佐竹　結海 青葉計算アカデミー

1,360 清水　珠妃 フィリオそろばんスクール 1,280 篠原　菜子 青葉計算アカデミー

1,360 臼井　陽大 佐藤そろばん教室 1,280 藤田　和貴 日吉珠算講習所

1,340 小檜山　まりこ サンヴァリエそろばん教室 1,260 加藤　成悟

1,330 渡辺　桜大 青葉計算アカデミー 1,250 佐々木　基成 神林そろあん教室

1,320 鈴木　寿空 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 1,250 木村　颯希 神林そろあん教室

1,310 鷲見　咲紀 青葉計算アカデミー

1,310 丁　佳慧 神林そろあん教室

1,310 横谷　菜々 淵野辺学院そろばん教室

1,310 佐藤　加穂 神林そろあん教室

3等

3等

２等

３等

２等

３等

３等

２等

２等



種目別競技

【高校・一般の部】 【高校・一般の部】 【小学校３・４年生の部】

選手名 所属 選手名 所属 選手名 所属

優勝 髙橋　力 高橋そろばん塾 優勝 黄　俊彦 慶應義塾大学 優勝 浦野　真樹 青葉計算アカデミー

２等 澤田　進之介 慶應義塾大学 ２等 阿部　心織 神林そろあん教室 牧田　和華 神林そろあん教室

３等 芦田　涼太朗 神林そろあん教室 髙橋　力 高橋そろばん塾 木村　颯希 神林そろあん教室

谷坂　弘晃 加々島珠算塾 徳重　舞 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

鈴木　寿空 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

佐藤　加穂 神林そろあん教室

【中学校の部】 【中学校の部】 加藤　秀馬 秀峰学園

選手名 所属 選手名 所属 加藤　成悟 辻村珠算塾

優勝 青野　彩夏 神林そろあん教室 優勝 青野　彩夏 神林そろあん教室 佐々木　基成 神林そろあん教室

原田　結衣 神林そろあん教室 吉田　元紀 神林そろあん教室 鈴木　悠斗 淵野辺学院そろばん教室

上柿　魁才 育葉会弥生台教室 和賀　絢音 神林そろあん教室 遠藤　菜帆 辻村珠算塾

大内　星羽 淵野辺学院そろばん教室 小俣　仁美 神林そろあん教室 田邉　光映 梅田あんざん教室

横谷　琉聖 淵野辺学院そろばん教室 末廣　優直 神林そろあん教室 渡辺　桜大 青葉計算アカデミー

隈部　達輝 聖光学院 梅宮　優和 伊藤速算塾 田村　将也 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

溝部　圭真 秀峰学園 原田　結衣 神林そろあん教室 鷲見　咲紀 青葉計算アカデミー

小方　花音 大貫スクール 鈴木　美佳 船山珠算教室 臼井　陽大 佐藤そろばん教室

和賀　絢音 神林そろあん教室 大内　星羽 淵野辺学院そろばん教室 丁　佳慧 神林そろあん教室

藤田　博大 神林そろあん教室

【小学校５・６年生の部】 【小学校５・６年生の部】 【小学校３・４年の部】

選手名 所属 選手名 所属 選手名 所属

優勝 宮本　魁人 横浜金子珠算研究塾 優勝 宮本　魁人 横浜金子珠算研究塾 優勝 和田　純怜 青葉計算アカデミー

菅原　杏菜 さとうソロバン教室 宮﨑　愛菜 青葉計算アカデミー 尾曲　陽奈 青葉計算アカデミー

小林　由弥 さとうソロバン教室 中西　重勝 伊藤速算塾 水野　怜菜 青葉計算アカデミー

武富　麻衣 辻村珠算塾 大熊　快 青葉計算アカデミー 大熊　伶 青葉計算アカデミー

田遠　駿 でんどう珠算塾 五十嵐　咲絢 西前珠算教習所 篠原　菜子 青葉計算アカデミー

永見　佳連 神林そろあん教室 宮﨑　春香 青葉計算アカデミー 加藤　成悟 辻村珠算塾

山川　詩織 淵野辺学院そろばん教室 越地　耀子 辻村珠算塾 遠藤　菜帆 辻村珠算塾

五十嵐　咲絢 西前珠算教習所 草ヶ谷　朱音 秀峰学園 佐竹　結海 青葉計算アカデミー

中村　彩乃 淵野辺学院そろばん教室 平川　瑞貴 秀峰学園 鈴木　寿空 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

町田　康晟 淵野辺学院そろばん教室 都甲　莉緒 秀峰学園 中野　竜希 ＡＮＲＹ学習館

高原　楓 青葉計算アカデミー 小林　夕眞 秀峰学園 田邉　光映 梅田あんざん教室

遠藤　菜々 辻村珠算塾 三橋　麗 伊藤速算塾 杉浦　颯海 秀峰学園

川島　由莉 岩月そろばん教室 西　彩希 伊藤速算塾 小檜山　まりこ サンヴァリエそろばん教室

野澤　仁 岩月そろばん教室 徳重　舞 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

木俣　建二 辻村珠算塾 田村　将也 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

柴田　瑠衣 辻村珠算塾 山﨑　結月 船山珠算教室

三井　陽太 淵野辺学院そろばん教室 神田　獅道 淵野辺学院そろばん教室

原田　拓実 日限山そろばん教室 横谷　菜々 淵野辺学院そろばん教室

谷山　実優 松井珠算教室

３等

３等

３等

２等
２等

２等

読上算

３等

２等

３等

２等

３等

２等

３等

読上暗算 読上算 読上暗算



No.2

【中学・高校・一般の部】 【高校・一般の部】

所属 所属

優勝 慶應義塾大学 優勝 慶應義塾大学

２等 船山珠算教室 ２等 神林そろあん教室

伊藤速算塾 ３等 神林そろあん教室

昭和珠算塾美しが丘支部

神林そろあん教室 【中学校の部】

所属

優勝 神林そろあん教室

聖光学院

神林そろあん教室

【小学校５・６年生の部】 神林そろあん教室

所属 神林そろあん教室

優勝 伊藤速算塾 畑珠算塾駒岡教場

秀峰学園

伊藤速算塾 【小学校５・６年生の部】

松井珠算教室 所属

船山珠算教室 優勝 でんどう珠算塾

秀峰学園 淵野辺学院そろばん教室

伊藤速算塾 神林そろあん教室

青葉計算アカデミー

神林そろあん教室

淵野辺学院そろばん教室

淵野辺学院そろばん教室

青葉計算アカデミー

淵野辺学院そろばん教室

【小学校3.4年の部】

所属

優勝 フィリオそろばんスクール

２等 秀峰学園 【小学校３・４年の部】

松井珠算教室 所属

松井珠算教室 優勝 青葉計算アカデミー

秀峰学園

神林そろあん教室

神林そろあん教室

青葉計算アカデミー

青葉計算アカデミー

青葉計算アカデミー

青葉計算アカデミー

青葉計算アカデミー

佐藤そろばん教室

神林そろあん教室

青葉計算アカデミー和田　純怜

渡辺　桜大

篠原　菜子

鷲見　咲紀

臼井　陽大

丁　佳慧

佐藤　加穂

３等

大熊　伶

浦野　真樹

加藤　秀馬

牧田　和華

相原　健太郎 尾曲　陽奈

２等

清水　珠妃

杉浦　颯海

草ヶ谷　朱音

２等

山川　詩織

西　彩希 小山　真結香

宮﨑　愛菜

中村　彩乃

選手名

３等
谷山　実優 選手名

３等

諸星　雅治

町田　康晟

三井　陽太

田遠　駿

２等
小林　夕眞

三橋　麗

大熊　快

３等

末廣　優直

阿部　心織

中西　重勝 佐々木　結里

選手名 小田中　ひかり

吉田　元紀

２等
隈部　達輝

小俣　仁美

３等

須貝　優太 選手名

湯川　悠

黄　俊彦 澤田　進之介

鈴木　美佳 芦田　涼太朗

飯島　智師

棚井　あいり

選手名

３等

梅宮　優和

フラッシュ暗算 　　　　　　　　　　　【小学校２年生以下の部】

選手名 選手名

英語読上算



No.3

【個人総合競技】

得点 選手名 所属 所属

優勝 600 橋本　峻 ＡＮＲＹ学習館 優勝 ＡＮＲＹ学習館

600 川口　礼人 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

600 小宮山　春乃 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 フィリオそろばんスクール

600 稗田　志帆 フィリオそろばんスクール フィリオそろばんスクール

590 杉崎　馨 大貫スクール 戸塚そろばん教室

590 松本　侑樹 岩月そろばん教室 フィリオそろばんスクール

590 中山　月斗 日吉珠算講習所 大貫スクール

580 池上　颯人 美しが丘そろばん教室 細山そろばん教室

570 豊田　豪 戸塚そろばん教室 横浜金子珠算研究塾

570 中島　太治 青葉計算アカデミー 青葉計算アカデミー

570 河合　翔吾 細山そろばん教室 六ッ川専攻速算塾

550 片渕　陽斗 秀峰学園 秀峰学園

540 竹原　すみれ フィリオそろばんスクール 緑園そろばん教室

540 吉元　煌一郎 横浜金子珠算研究塾 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室

540 長島　空良 松井珠算教室 六ッ川専攻速算塾

540 城　美優 育葉会弥生台教室 育葉会弥生台教室

540 寺田　琢朗 おくた珠算塾 秀峰学園

530 工藤　翔成 畑珠算塾駒岡教場 秀峰学園

530 泊　諒人 フィリオそろばんスクール 美しが丘そろばん教室

530 依田　真優 秀峰学園 秀峰学園

日吉珠算講習所

育葉会弥生台教室

岩月そろばん教室

よみあげざん よみあげざん
所属 所属

優勝 Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 細山そろばん教室

フィリオそろばんスクール 細山そろばん教室

Ｓ．Ｋ．Ｙそろばん教室 美しが丘そろばん教室

秀峰学園 辻村珠算塾

フィリオそろばんスクール 秀峰学園

ＡＮＲＹ学習館 畑珠算塾駒岡教場

大貫スクール 六ッ川専攻速算塾

フィリオそろばんスクール 岩月そろばん教室

秀峰学園

松井珠算教室

松井珠算教室

おくた珠算塾

秀峰学園

都甲　周佑

谷山　智彩

寺田　琢朗

草ケ谷　百音

杉崎　馨 尾崎　陸斗

泊　諒人 松本　侑樹

依田　真優

竹原　すみれ 齋藤　世南

橋本　峻 工藤　翔成

片渕　陽斗 柴田　樹里

小宮山　春乃 池上　颯人

選手名

川口　礼人

３等

飯田　杷子

２等

稗田　志帆

齋藤　世南

草ケ谷　百音

松本　侑樹

選手名

河合　翔吾

依田　真優

中山　月斗

滝　亮太

城　美優

片渕　陽斗

渡邉　雄大

川口　礼人
３等

吉元　煌一郎

3等

池上　颯人

中島　太治

尾崎　海斗

杉崎　馨

河合　翔吾

尾崎　陸斗

橋本　峻

２等
２等

小宮山　春乃

稗田　志帆

竹原　すみれ

豊田　豪

泊　諒人

　　　　　　　　　　　【小学校２年生以下の部】

よみあげあんざん

選手名


