
大 会 開 催 日 ・ 優 勝 記 録 
＜第37 回大会(個人総合競技に小学校3年生以下の部が新設)以降の記録＞ 

■大会名及び開催日 

開催日 参加人数 開催日 参加人数

第37回 平成 14年 3月 10日(日) 107 名 第45回 平成 22年 3月 7日(日) 113 名

第38回 平成 15年 3月 9日(日) 142 名 第46回 平成 23年 3月 6日(日) 131 名

第39回 平成 16年 3月 8日(土) 158 名 第47回 平成 24年 3月 25日(日) 127 名

第40回 平成 17年 3月 6日(日) 116 名 第48回 平成 25年 3月 24日(日) 130 名

第41回 平成 18年 3月 5日(日) 116 名 第49回 平成 26年 3月 21日(金・祝) 123 名

第42回 平成 19年 3月 4日(日) 137 名 第50回 平成 27年 3月 22日(日) 119 名

第43回 平成 20年 3月 2日(日) 120 名 第51回 平成 28年 3月 21日(月・祝) 111 名

第44回 平成 21年 3月 1日(日) 124 名 第52回 平成 29年 3月 19日(日) 114 名

■優勝記録 

１．個人総合競技 
小学校３年生以下の部 小学校４年生の部

第37回 鈴木 雄太 (能登珠算塾) 能登はるか (能登珠算塾) 

第38回 鈴木 雄太 (能登珠算塾) 野沢 美穂 (階成そろばんスクール) 

第39回 能登 康平 (能登珠算塾) 島守 悠希 (能登珠算塾) 

第40回 鈴木 麻以 (能登珠算塾) 能登 康平 (能登珠算塾) 

第41回 佐藤 律奈 (能登珠算塾) 鈴木 麻以 (能登珠算塾) 

第42回 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 佐藤 律奈 (能登珠算塾) 

第43回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 

第44回 河村酉太郎 (辻分珠算学院) 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

第45回 原  孝太 (丸谷サポートスクール) 浜崎 美晴 (能登珠算塾) 

第46回 河村酉太郎 (辻分珠算学院) 原  孝太 (丸谷サポートスクール) 

第47回 高見 茉白 (能登珠算塾) 河村酉太郎 (辻分珠算学院) 

第48回 杉本 怜亜 (階成そろばんスクール) 内城 莉子 (階成そろばんスクール) 

第49回 坂澤 遥 (浜谷珠算教室) 杉本 怜亜 (階成そろばんスクール) 

第50回 工藤 小陽 (そうもん珠算算数教室) 鎌田 玲倫 (能登珠算塾) 

第51回 新井田美羽 (浜谷珠算教室) 工藤 小陽 (そうもん珠算算数教室) 

第52回 小島 日向 (田中珠算クラブ) 梅本 将臣 (能登珠算塾) 



小学校5年生の部 小学校6年生の部

第37回 鈴木 翔太 (能登珠算塾) 八屋 知明 (能登珠算塾) 

第38回 能登はるか (能登珠算塾) 浜谷 健介 (能登珠算塾) 

第39回 中村 風香 (階成そろばんスクール) 能登はるか (能登珠算塾) 

第40回 鈴木 雄太 (能登珠算塾) 佐々木 茜 (及川珠算学院) 

第41回 吉田 舞 (能登珠算塾) 高瀬 絢菜 (能登珠算塾) 

第42回 鈴木 麻以 (能登珠算塾) 吉田 舞 (能登珠算塾) 

第43回 佐藤 律奈 (能登珠算塾) 鈴木 麻以 (能登珠算塾) 

第44回 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 佐藤 律奈 (能登珠算塾) 

第45回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 

第46回 浜崎 美晴 (能登珠算塾) 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

第47回 原 孝太 (丸谷サポートスクール) 浜崎 美晴 (能登珠算塾) 

第48回 鎌田 京 (能登珠算塾) 本田麻奈佳 (ニコニコそろばん教室) 

第49回 木鎌 渚 (丸谷サポートスクール) 松村 美来 (すみれ珠算・暗算教室) 

第50回 杉本 怜亜 (階成そろばんスクール) 木鎌 渚 (丸谷サポートスクール) 

第51回 岡本 遥 (浜谷珠算教室) 杉本 怜亜 (階成そろばんスクール) 

第52回 工藤 小陽 (そうもん珠算算数教室) 宮武 朋輝 (能登珠算塾) 

中学校以上の部

第37回 吉田 友和 (能登珠算塾) 第45回 能登 康平 (能登珠算塾) 

第38回 吉田 友和 (能登珠算塾) 第46回 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 

第39回 鈴木 翔太 (能登珠算塾) 第47回 本田 聖奈 (ニコニコそろばん教室) 

第40回 能登はるか (能登珠算塾) 第48回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

第41回 能登はるか (能登珠算塾) 第49回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

第42回 能登はるか (能登珠算塾) 第50回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

第43回 能登 康平 (能登珠算塾) 第51回 山﨑 翔理 (辻分珠算学院) 

第44回 能登 康平 (能登珠算塾) 第52回 佐藤結名子 (ニコニコそろばん教室) 

２．団体競技 
第37回 能登珠算塾 第45回 ニコニコそろばん教室 

第38回 能登珠算塾 第46回 能登珠算塾 

第39回 能登珠算塾 第47回 能登珠算塾 

第40回 能登珠算塾 第48回 丸谷サポートスクール 

第41回 能登珠算塾 第49回 能登珠算塾 

第42回 能登珠算塾 第50回 能登珠算塾 

第43回 能登珠算塾 第51回 能登珠算塾 

第44回 能登珠算塾 第52回 能登珠算塾 



３．読上暗算競技 
 小学校の部  中学校以上の部 

第 37 回
萬谷 嘉亮 木村 祥啓
(浜谷珠算教室) (丸谷サポートスクール) 

小学校４年生以下の部 小学校５・６年生の部 中学校以上の部 

第 38 回
中村 風香 植村 優一 吉田 友和

(階成そろばんスクール) (階成そろばんスクール) (能登珠算塾) 

第 39 回
秋庭慎太郎 能登はるか 続石 剛也

(階成そろばんスクール) (能登珠算塾) (階成そろばんスクール) 

第 40 回
能登 康平 鈴木 雄太 能登はるか
(能登珠算塾) (能登珠算塾) (能登珠算塾) 

第 41 回
中村 健介 吉田真之介 能登はるか
(能登珠算塾) (及川珠算学院) (能登珠算塾) 

第 42 回
林 睦美 中村 健介 能登はるか

(階成そろばんスクール) (能登珠算塾) (能登珠算塾) 

第 43 回
本田 聖奈 中村 健介 吉田真之介

(ニコニコそろばん教室) (能登珠算塾) (及川珠算学院) 

第 44 回
河村酉太郎 本田 聖奈 能登 康平
(辻分珠算学院) (ニコニコそろばん教室) (能登珠算塾) 

第 45 回
西田晏凜菫 本田 聖奈 林 睦美

(そうもん珠算算数教室) (ニコニコそろばん教室) (階成そろばんスクール) 

第 46 回
原 啓太 南 詩音 本田 聖奈

(丸谷サポートスクール) (浜谷珠算教室) (ニコニコそろばん教室) 

第 47 回
河村酉太郎 吉田 昴永 本田 聖奈
(辻分珠算学院) (能登珠算塾) (ニコニコそろばん教室) 

第 48 回
山﨑 秀翔 原 啓太 本田 聖奈
(辻分珠算学院) (丸谷サポートスクール) (ニコニコそろばん教室) 

第 49 回
山﨑 秀翔 山﨑 翔理 佐藤結名子
(辻分珠算学院) (辻分珠算学院) (ニコニコそろばん教室) 

第 50 回
岡本 遥 山﨑秀翔・杉本怜亜 山﨑 翔理
(浜谷珠算教室) (辻分珠算学院)(階成そろばんスクール) (辻分珠算学院) 

第 51 回
工藤 小陽 山﨑 秀翔 山﨑 翔理

(そうもん珠算算数教室) (辻分珠算学院) (辻分珠算学院) 

第 52 回
小島 日向 岡本 遥 山﨑 翔理
(田中珠算クラブ) (浜谷珠算教室) (辻分珠算学院) 



４．読上算競技 
 小学校の部  中学校以上の部 

第 37 回 笹本 裕貴 丸谷喜美枝
(能登珠算塾) (丸谷サポートスクール) 

小学校４年生以下の部 小学校５・６年生の部 中学校以上の部 

第 38 回 野沢 美穂 能登はるか 欠畑 賢之
(階成そろばんスクール) (能登珠算塾) (及川珠算学院) 

第 39 回 吉田 舞 中村 風香 副島 育枝
(能登珠算塾) (階成そろばんスクール) (階成そろばんスクール) 

第 40 回 鈴木 麻以 畑山愛梨香 阿部 育枝
(能登珠算塾) (丸谷サポートスクール) (階成そろばんスクール) 

第 41 回 戸田穂奈美 高瀬 絢菜 阿部 育枝
(丸谷サポートスクール) (能登珠算塾) (階成そろばんスクール) 

第 42 回 金田一 哲 鈴木 麻以 平山まどか
(いとう珠算塾) (能登珠算塾) (丸谷サポートスクール) 

第 43 回 佐藤結名子 戸田穂奈美 相内 美穂
(ニコニコそろばん教室) (丸谷サポートスクール) (丸谷サポートスクール) 

第 44 回 佐藤結名子 佐藤 律奈 戸田穂奈美
(ニコニコそろばん教室) (能登珠算塾) (丸谷サポートスクール) 

第 45 回 浜崎 美晴 佐藤結名子 服部 桃愛
(能登珠算塾) (ニコニコそろばん教室) (丸谷サポートスクール) 

第 46 回 原 孝太 佐藤結名子 林 睦美
(丸谷サポートスクール) (ニコニコそろばん教室) (階成そろばんスクール) 

第 47 回 松村 美来 大久保歩未 佐藤結名子
(すみれ珠算・暗算教室) (丸谷サポートスクール) (ニコニコそろばん教室) 

第 48 回 木下 華那 大久保歩未 佐藤結名子
(丸谷サポートスクール) (丸谷サポートスクール) (ニコニコそろばん教室) 

第 49 回 明堂 葉月 松村 美来 本田麻奈佳
(能登珠算塾) (すみれ珠算・暗算教室) (ニコニコそろばん教室) 

第 50 回 内城 奏海 木鎌 渚 佐藤結名子
(惣門アバカススクール) (丸谷サポートスクール) (ニコニコそろばん教室) 

第 51 回 大竹 晏珠 梅花愛里咲 松村 美来
(能登珠算塾) (能登珠算塾) (すみれ珠算・暗算教室) 

第 52 回 中林 優翔 盛田 幸佑 佐藤結名子
(すみれ珠算・暗算教室) (そうもん珠算算数教室) (ニコニコそろばん教室) 

５．フラッシュ暗算競技 
小学校４年生以下の部 小学校５・６年生の部 中学校以上の部 

第 49 回 杉本 怜亜 山﨑 翔理 佐藤結名子
(階成そろばんスクール) (辻分珠算学院) (ニコニコそろばん教室) 

第 50 回 宮武 朋輝 山﨑 秀翔 山﨑 翔理
(能登珠算塾) (辻分珠算学院) (辻分珠算学院) 

第 51 回 工藤 小陽 杉本 怜亜 山﨑 翔理
(そうもん珠算算数教室) (階成そろばんスクール) (辻分珠算学院) 

第 52 回 梅本 将臣 岡本 遥 山﨑 翔理
(能登珠算塾) (浜谷珠算教室) (辻分珠算学院) 


