
第１ステージ 全体成績
順位 名前 学年 団体 点数 順位 名前 学年 団体 点数 順位 名前 学年 団体 点数 順位 名前 学年 団体 点数 順位 名前 学年 団体 点数 順位 名前 学年 団体 点数

1 原子　雄成 一般 サンラク 300 40 工藤　　凜 中１ ＵＳＡ 208 78 小池　佳歩 小２ サンラク 170 120 関　　笑璃 小４ ＵＳＡ 152 161 橋本　悠生 小２ 草　花 128 200 佐久間莉那 小４ 石　川 102

1 原子　弘務 一般 サンラク 300 42 御子柴　凜 小２ サンラク 206 78 中根ももこ 小４ 寺子屋 170 122 伊藤　裕基 小５ Count 148 161 福田　陸仁 小２ ＵＳＡ 128 200 髙田　義英 小２ 石　川 102

1 辻窪　凛音 高１ ＵＳＡ 300 42 石井　彩良 小３ 青　葉 206 83 瀬尾　優奈 小３ 寺子屋 168 122 佐熊百々乃 小４ 青　葉 148 163 山崎　未結 小６ ピ　コ 126 200 木本　悠太 小４ 大　石 102

4 小原　陽菜 高１ ＵＳＡ 296 42 渡　くるみ 小５ サンラク 206 83 藤原　美鈴 小５ ＵＮＯ 168 122 野上　千尋 小６ シバトリ 148 163 山根　勇喜 小４ 駒　沢 126 204 小窪　　希 小２ ＵＮＯ 100

4 小野　雅貴 小５ ＵＳＡ 296 45 曽田　　舜 小２ 青　葉 204 85 髙橋　　珀 小６ Count 166 122 森　　拓明 小３ ピ　コ 148 165 江島　未波 小６ ピ　コ 124 204 石毛　日彩 小６ 大　石 100

6 齋藤　陽彩 中２ ＵＳＡ 294 45 武田　音奏 小４ 草　花 204 85 羽鳥　弘人 小６ ＳＩＯＮ 166 122 長崎　安珠 小５ 寺子屋 148 165 宮下　愛希 小４ 寺子屋 124 206 須賀　柚乃 小３ ＵＮＯ 98

7 御子柴樹里 小５ サンラク 292 47 平井　晴瑠 小５ 石　川 200 85 五十嵐希音 小５ ＵＮＯ 166 127 牧野　　奨 小４ ＵＮＯ 146 165 後藤　優莉 小４ 石　川 124 206 赤羽根　潤 小３ 石　川 98

8 村上　莉菜 中１ サンラク 284 47 細渕希々花 小５ 草　花 200 85 寺本　　涼 小２ ピ　コ 166 127 瓜生　杏菜 小３ 寺子屋 146 165 前澤　律成 小４ ＵＮＯ 124 208 ミスラ愛姫 小２ 寺子屋 96

8 関口　喜な 小４ ＵＳＡ 284 47 福島　子温 小５ ＵＮＯ 200 85 伊奈　玲香 小１ 石　川 166 127 髙橋　拓夢 小４ 寺子屋 146 165 嶋田　　薫 小６ 駒　沢 124 208 森田　光陽 小１ 石　川 96

10 小原　愛菜 中１ ＵＳＡ 272 47 清川　美結 中１ ＵＮＯ 200 85 川島　颯真 小４ 草　花 166 127 髙田　優花 小４ 石　川 146 170 指原　章杜 小１ 草　花 122 208 馬場　　愛 小４ 石　川 96

11 太田　悠道 中１ 川　上 268 51 南　　森譲 中１ 青　山 198 85 沖野　夏実 高１ 大　石 166 127 陳　　星蘭 小３ 石　川 146 170 松岡　龍輝 小２ クローバー 122 211 濱　　一輝 小４ クローバー 92

11 水口　怜奈 高１ ＵＳＡ 268 52 大塚　孔貴 小５ 石　川 196 85 谷沢　僚星 小２ ＵＳＡ 166 127 村林　美羽 年長 サンラク 146 170 髙橋　慧多 小２ 寺子屋 122 211 野川　実桜 小１ 青　山 92

11 後藤智彩貴 中２ ＵＳＡ 268 53 加藤  工朔 小５ サンラク 192 85 西村　旭陽 小２ ＵＳＡ 166 127 田島　寧々 小１ サンラク 146 173 内海ひなた 小４ ピ　コ 120 211 久下敬大朗 小３ 石　川 92

14 有村　伊織 小５ ＵＳＡ 262 53 久田　貴寛 一般 ＵＳＡ 192 94 佐藤　　凜 小４ 石　川 164 127 沖野春莉花 中１ 大　石 146 173 千家咲希子 小２ 石　川 120 214 矢倉　理紗 小１ サンラク 90

15 沖倉　瑛吾 小６ 草　花 258 53 三善　璃々 中１ ＵＳＡ 192 94 菊地　羽那 小３ サンラク 164 127 野村　治生 小１ ＵＳＡ 146 175 伊東　篤生 小５ ピ　コ 118 214 山下　　蓮 小１ Count 90

16 國井　康平 一般 森　下 256 56 長　　拓海 小５ ＵＳＡ 190 94 三上　大吾 小４ サンラク 164 136 関根　　希 小５ シバトリ 144 175 新村　聡万 小２ 草　花 118 214 山口和香奈 小５ ＵＮＯ 90

16 須山　　悠 小６ サンラク 256 56 塩井　寿実 小４ ＵＳＡ 190 97 百瀬　結飛 小４ 石　川 162 136 長谷川　然 小４ 川　上 144 177 木幡　千聖 小６ 森　下 116 214 須藤　琥太 小４ 青　山 90

16 深堀　桜愛 中１ ＵＳＡ 256 58 森　　心琴 小５ 石　川 188 97 永田　愛穏 小５ ピ　コ 162 136 城崎　結天 中１ ＵＳＡ 144 178 五十嵐陽音 小２ ＵＮＯ 114 214 三田村　一 小２ 青　山 90

19 岸野　将汰 中２ 草　花 250 58 船越　美良 小６ ＵＳＡ 188 97 千葉壮一郎 小６ 寺子屋 162 139 大和　芽依 小３ 駒　沢 142 179 山田　花音 中２ Count 112 214 刈込　一成 小４ 石　川 90

19 後藤　心春 小４ サンラク 250 60 田中　杏和 小６ 青　葉 186 100 平井　優羽 小３ 石　川 160 140 鈴木純ノ介 小２ Count 140 179 小川結莉香 年長 ＵＮＯ 112 220 今福　舞香 小４ 石　川 88

19 加藤　和奏 小４ ＵＳＡ 250 60 小窪　　旬 小４ ＵＮＯ 186 100 大坪　優杏 小６ 川　上 160 140 浅岡　美桜 小１ 寺子屋 140 179 須賀　琴音 小３ 駒　沢 112 221 矢作　　壮 小４ 寺子屋 86

22 熊野　瑛太 中２ 川　上 248 60 下地　果穂 中１ 草　花 186 100 田中　栞凪 中２ ＵＳＡ 160 140 木幡　花音 中１ 森　下 140 182 筒井駿太朗 小４ ＵＮＯ 110 221 新垣　咲空 小４ 青　山 86

23 岸野　里奈 中１ 草　花 242 60 木村真樹子 小３ ＵＳＡ 186 100 古川　開都 小２ ＵＮＯ 160 140 石毛　航輔 小３ 石　川 140 182 伊倉　考騎 小２ ＵＮＯ 110 223 中村　優花 年中 草　花 84

24 黒岩　乃瑛 年長 サンラク 238 60 森　　七海 小６ 寺子屋 186 100 生天目澪乃 年長 石　川 160 140 山副　可乃 小１ サンラク 140 184 鵜澤　　旭 小２ ＵＮＯ 108 224 野川　蒼央 小１ 青　山 82

25 細渕　花純 中１ 草　花 236 65 菊地　瑠羽 小５ サンラク 184 100 大久保智貴 小５ ＵＳＡ 160 145 井上　果音 小６ ピ　コ 138 184 山本　敦大 小４ ＵＮＯ 108 225 今井　　花 小２ 青　山 78

26 田中七菜子 中１ 青　葉 234 66 星川あおい 小２ 草　花 182 100 太田　　薫 小３ ＵＳＡ 160 145 伊奈　凛香 小５ 石　川 138 184 大倉　　司 小１ クローバー 108 226 福地　　瞬 小２ 石　川 74

27 飯伏　美月 小５ ＵＳＡ 230 66 金子　紗也 小１ サンラク 182 107 板橋優里菜 小４ 石　川 158 145 三上　陽平 小１ サンラク 138 184 佐藤　凛佳 小３ 駒　沢 108 226 中村　遙杜 小１ 草　花 74

28 幸野　　陸 小５ ＵＳＡ 226 66 廣島　梨央 小２ サンラク 182 107 陳　　丹陽 小１ ピ　コ 158 145 永島　　怜 小４ 大　石 138 184 新村　莉穂 小４ 草　花 108 228 宮下　幸恵 小２ 寺子屋 70

29 佐熊　克十 中２ 青　葉 224 66 石井　怜奈 小３ ＵＳＡ 182 107 樫村　和志 小１ 青　山 158 149 松本　一希 小１ 寺子屋 136 184 山﨑　美來 小６ 大　石 108 228 中村　　準 小２ 石　川 70

29 山田　秀敏 小５ ＵＳＡ 224 70 小窪　　諒 中１ ＵＮＯ 180 107 村林　芽依 小２ サンラク 158 149 安田　汐里 小４ 青　山 136 190 村上　侑誠 小２ 川　上 106 230 馬場英美里 小１ Count 66

31 小野　遥真 小３ ＵＳＡ 222 71 三谷　悠維 小６ Count 178 111 山本　優馬 小５ Count 156 149 久下　佳純 小５ 石　川 136 190 村瀬　陽音 小３ 駒　沢 106 230 木口創一朗 小２ 石　川 66

32 矢倉　謙介 小３ サンラク 220 72 岸野　華歩 中２ 草　花 176 111 飛田　陸翔 小４ 寺子屋 156 149 髙木　晴仁 小２ ＵＮＯ 136 190 原口　悠月 小３ 寺子屋 106

33 青木　梨那 小６ Count 218 72 塚本　敬澄 小１ サンラク 176 111 下坂　紗良 小５ 森　下 156 149 浅貝　名喜 小２ ピ　コ 136 190 山口蓮太朗 小４ 寺子屋 106

34 奥村　紗菜 小４ Count 216 72 前田　陸斗 小４ 駒　沢 176 111 沼尻ことみ 小１ 寺子屋 156 149 渥美　桜菜 小２ ピ　コ 136 190 中島　　良 小３ 寺子屋 106

34 福元　貴格 小５ ＵＳＡ 216 75 柳本　莉菜 小３ 青　葉 174 111 板倉　　詩 小６ 草　花 156 155 趙　　怡晶 小３ 石　川 134 195 石田　　藍 小５ ＵＮＯ 104

36 沼尻まなみ 小５ 寺子屋 210 75 水野　忠尭 小４ サンラク 174 111 森　　奏太 小５ 石　川 156 156 堀越　裕貴 小３ Count 132 195 川島　秀太 小３ ピ　コ 104

36 星川みなみ 小６ 草　花 210 77 田中　友梨 小４ 青　葉 172 117 髙橋　奏人 小４ Count 154 156 淡路ことり 小５ ＵＮＯ 132 195 羽村　　勇 小４ 駒　沢 104

36 森屋　　凜 小３ 草　花 210 78 服部　　華 小５ 寺子屋 170 117 ミスラ亜陸 小４ 寺子屋 154 156 村上　裕絆 小４ ピ　コ 132 195 幸木　　悠 小４ 駒　沢 104

36 三善　瑚々 小４ ＵＳＡ 210 78 松井　恵愛 小４ 草　花 170 117 中村　美月 小３ 寺子屋 154 156 岡部　泰成 小１ 寺子屋 132 195 山中　圭太 小２ 川　上 104

40 平山　大雅 小５ ピ　コ 208 78 森山さより 小１ サンラク 170 120 栗田　秀輔 中２ 草　花 152 156 山田廉太郎 小２ ピ　コ 132 200 新井　菜々 小６ ピ　コ 102

主催 (一社)日本計算技能連盟 会場：国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター

Soroban Tokyo Best Challenge  成績表 期日：２０２１年９月５日(日)



学年別 BEST３ クラス別 成績
小学１年生以下の部 Ａクラス Ｃクラス Ｄクラス Ｅクラス

第１位 辻窪　凛音 高１ USA 2280 第１位 福元　貴格 小５ USA 1090 第１位 三上　大吾 小４ サンラク 1070 第１位 渥美　桜菜 小２ ピコ 1090

第２位 原子　弘務 一般 サンラク 2220 第２位 清川　美結 中１ UNO 1090 第２位 生天目澪乃 年長 石川 1070 第２位 千家咲希子 小２ 石川 1090

第２位 金子　紗也 サンラク 182 第３位 原子　雄成 一般 サンラク 2085 第３位 岸野　華歩 中２ 草花 1080 第３位 藤原　美鈴 小５ UNO 1060 第３位 沖野春莉花 中１ 大石 1085

第３位 塚本　敬澄 サンラク 176 第４位 齋藤　陽彩 中２ USA 2055 第４位 三善　瑚々 小４ USA 1080 第４位 森　　七海 小６ 寺子屋 1055 第４位 山崎　未結 小６ ピコ 1085

小学２年生の部 第５位 小原　陽菜 高１ USA 1985 第５位 下地　果穂 中１ 草花 1075 第５位 伊奈　玲香 小１ 石川 1055 第５位 伊東　篤生 小５ ピコ 1075

第６位 小野　雅貴 小５ USA 1940 第６位 工藤　　凜 中１ USA 1075 第６位 瓜生　杏菜 小３ 寺子屋 1040 第６位 大和　芽依 小３ 駒沢 1065

第７位 村上　莉菜 中１ サンラク 1670 第７位 小窪　　諒 中１ UNO 1065 第７位 菊地　羽那 小３ サンラク 1035 第７位 城崎　結天 中１ USA 1060

第２位 曽田　　舜 青　葉 204 第８位 御子柴樹里 小５ サンラク 1670 第８位 矢倉　謙介 小３ サンラク 1055 第８位 五十嵐希音 小５ UNO 1035 第８位 松岡　龍輝 小２ クローバー 1060

第３位 星川あおい 草　花 182 第９位 関口　喜な 小４ USA 1610 第９位 廣島　梨央 小２ サンラク 1050 第９位 石井　怜奈 小３ USA 1030 第９位 浅貝　名喜 小２ ピコ 1050

小学３年生の部 第10位 小原　愛菜 中１ USA 1580 第10位 小野　遥真 小３ USA 1045 第10位 栗田　秀輔 中２ 草花 1030 第10位 山田廉太郎 小２ ピコ 1045

第11位 須山　　悠 小６ サンラク 1445 第11位 星川あおい 小２ 草花 1040 第11位 千葉壮一郎 小６ 寺子屋 1030 第11位 佐久間莉那 小４ 石川 1030

第12位 太田　悠道 中１ 川上 1420 第12位 久田　貴寛 一般 USA 1035 第12位 沖野　夏実 高１ 大石 1025 第12位 森　　奏太 小５ 石川 1020

第２位 矢倉　謙介 サンラク 220 第13位 水口　怜奈 高１ USA 1345 第13位 三善　璃々 中１ USA 1035 第13位 前田　陸斗 小４ 駒沢 1015 第13位 赤羽根　潤 小３ 石川 1015

第３位 森屋　　凜 草　花 210 第14位 後藤智彩貴 中２ USA 1270 第14位 木村真樹子 小３ USA 1030 第14位 板倉　　詩 小６ 草花 1010 第14位 佐藤　凛佳 小３ 駒沢 1015

小学４年生の部 第15位 熊野　瑛太 中２ 川上 1270 第15位 板橋優里菜 小４ 石川 1020 第15位 太田　　薫 小３ USA 1000 第15位 前澤　律成 小４ UNO 1015

第16位 國井　康平 一般 森下 1220 第16位 佐藤　　凜 小４ 石川 1020 第16位 永田　愛穏 小５ ピコ 1000 第16位 内海ひなた 小４ ピコ 1010

第17位 沖倉　瑛吾 小６ 草花 1200 第17位 小窪　　旬 小４ UNO 1015 第17位 伊奈　凛香 小５ 石川 995 第17位 筒井駿太朗 小４ UNO 1010

第２位 加藤　和奏 ＵＳＡ 250 第18位 有村　伊織 小５ USA 1200 第18位 塩井　寿実 小４ USA 1015 第18位 田島　寧々 小１ サンラク 995 第18位 福田　陸仁 小２ USA 1010

第３位 後藤　心春 サンラク 250 第19位 深堀　桜愛 中１ USA 1180 第19位 福島　子温 小５ UNO 1010 第19位 西村　旭陽 小２ USA 995 第19位 野村　治生 小１ USA 1005

小学５年生の部 第20位 岸野　里奈 中１ 草花 1175 第20位 小池　佳歩 小２ サンラク 1005 第20位 中村　美月 小３ 寺子屋 990 第20位 大倉　　司 小１ クローバー 1000

Ｂクラス 第21位 寺本　　涼 小２ ピコ 985 第21位 五十嵐陽音 小２ UNO 995

第１位 加藤　和奏 小４ USA 1085 第21位 村林　芽依 小２ サンラク 985 第21位 木幡　千聖 小６ 森下 995

第２位 御子柴樹里 サンラク 292 第２位 星川みなみ 小６ 草花 1085 第23位 江島　未波 小６ ピコ 980 第21位 永島　　怜 小４ 大石 995

第３位 有村　伊織 ＵＳＡ 262 第３位 渡　くるみ 小５ サンラク 1080 第23位 中根ももこ 小４ 寺子屋 980 第24位 伊倉　考騎 小２ UNO 990

小学６年生の部 第４位 青木　梨那 小６ Count 1060 第23位 石毛　航輔 小３ 石川 980 第25位 山根　勇喜 小４ 駒沢 985

第５位 飯伏　美月 小５ USA 1060 第23位 関　　笑璃 小４ USA 980 第26位 橋本　悠生 小２ 草花 980

第６位 沼尻まなみ 小５ 寺子屋 1045 第27位 大久保智貴 小５ USA 975 第27位 小川結莉香 年長 UNO 975

第２位 須山　　悠 サンラク 256 第７位 細渕希々花 小５ 草花 1045 第28位 髙田　優花 小４ 石川 970 第27位 髙橋　慧多 小２ 寺子屋 975

第３位 青木　梨那 Count 218 第８位 大塚　孔貴 小５ 石川 1040 第29位 牧野　　奨 小４ UNO 965 第27位 山﨑　美來 小６ 大石 975

中学生の部 第９位 山田　秀敏 小５ USA 1040 第29位 関根　　希 小５ シバトリ 965 第30位 髙木　晴仁 小２ UNO 970

第10位 武田　音奏 小４ 草花 1035 第29位 ミスラ亜陸 小４ 寺子屋 965 第30位 須賀　柚乃 小３ UNO 970

第11位 幸野　　陸 小５ USA 1025 第32位 長崎　安珠 小５ 寺子屋 960 第30位 須賀　琴音 小３ 駒沢 970

第２位 村上　莉菜 サンラク 284 第12位 森　　心琴 小５ 石川 1020 第32位 趙　　怡晶 小３ 石川 960 第33位 今福　舞香 小４ 石川 965

第３位 小原　愛菜 ＵＳＡ 272 第13位 奥村　紗菜 小４ Count 1015 第34位 陳　　丹陽 小１ ピコ 955 第33位 髙田　義英 小２ 石川 965

高校・一般の部 第14位 平井　晴瑠 小５ 石川 1015 第35位 沼尻ことみ 小１ 寺子屋 950 第33位 中村　優花 年中 草花 965

第15位 曽田　　舜 小２ 青葉 995 第36位 森　　拓明 小３ ピコ 945 第36位 山本　敦大 小４ UNO 955

第16位 加藤 工朔 小５ サンラク 990 第37位 髙橋　拓夢 小４ 寺子屋 940 第37位 新井　菜々 小６ ピコ 940

第２位 原子　弘務 サンラク 300 第17位 平山　大雅 小５ ピコ 965 第38位 川島　颯真 小４ 草花 935 第37位 羽村　　勇 小４ 駒沢 940

第３位 辻窪　凛音 ＵＳＡ 300 第18位 石井　彩良 小３ 青葉 960 第39位 野上　千尋 小６ シバトリ 920 第39位 山口和香奈 小５ UNO 935

第19位 三谷　悠維 小６ Count 955 第39位 宮下　愛希 小４ 寺子屋 920 第39位 馬場　　愛 小４ 石川 935

第20位 森屋　　凜 小３ 草花 945

黒岩　乃瑛 サンラク 238

第１位 御子柴　凜 サンラク 206

第１位

第１位 小野　遥真 ＵＳＡ 222

第１位 関口　喜な ＵＳＡ 284

第１位 原子　雄成 サンラク 300

第１位 小野　雅貴 ＵＳＡ 296

第１位 齋藤　陽彩 ＵＳＡ 294

第１位 沖倉　瑛吾

 主催 (一社)日本計算技能連盟

　Soroban Tokyo Best Challenge  成績表 期日：２０２１年９月５日(日)
会場：国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター

草　花 258


