
会場：サンポート高松

北内　智也 村岡　咲紀 石川　一冴 萩野　愛以 是本　唯登 岩井　悠馬

高松高 栗林小 栗林小 栗林小 檀紙小 栗林小

藤原　佳祐 是本　萌那 石川　冴隼 長尾　夏帆 栗原　逸輝 河村　惟花

桜町中 檀紙小 栗林小 栗林小 栗林小 附属高松小

津島　結朋 髙木　莉緒 近藤　咲希 林　壱之進 近藤　萌衣 浦野　清正

桜町中 檀紙小 栗林小 栗林小 栗林小 附属高松小

髙橋　瑠偉 大越　唯翔 正田　実愛 近藤優莉愛 藤田　彩未 後藤　久人

紫雲中 檀紙小 栗林小 栗林小 栗林小 新番丁小

今村　麻貴 福井　望央 田中　颯真 谷川　美奈 梶原　悠正 村岡　加織

桜町中 滝宮小 栗林小 円座小 栗林小 栗林小

亀山　朝子 新谷　想 石水　里実 美野　恋絆 上川慎太郎 林　桃子

桜町中 檀紙小 円座小 檀紙小 栗林小 栗林小

繁光亜弥音 藤村佳奈絵 髙橋　翔 後藤みなみ 佐伯　紅羽 鴨田　琴音

香東中 林小 亀阜小 新番丁小 栗林小 附属高松小

石崎　美結 稲澤　翔平 竹谷　謙志 柏原　楓 北島　蒼士 加藤　弦

香東中 亀阜小 陶小 檀紙小 栗林小 太田小

戸田　楽 前川　空翔 塩田　時春 木村　瑠杏 梶谷　実志

中央小 栗林小 檀紙小 檀紙小 多肥小

唐渡　大綺 多林　舞衣 真鍋琉詩亜 森　彩花里 久保　花楓

檀紙小 附属高松小 栗林小 弦打小 栗林小

★読上算競技

№

優勝 津島　結朋 桜町中 村岡　咲紀 栗林小 正田　実愛 栗林小 萩野　愛以 栗林小 藤田　彩未 栗林小 浦野　清正 附属高松小

準優 北内　智也 高松高 藤村佳奈絵 林小 石川　冴隼 栗林小 谷川　美奈 円座小 梶原　悠正 栗林小 林　桃子 栗林小

3位 亀山　朝子 桜町中 藤岡　美波 林小 近藤　咲希 栗林小 藤村明侑佳 林小 近藤　萌衣 栗林小 鴨田　琴音 附属高松小

★読上暗算競技

№

優勝 北内　智也 高松高 大越　唯翔 檀紙小 石川　冴隼 栗林小 萩野　愛以 栗林小 近藤　萌衣 栗林小 浦野　清正 附属高松小

準優 津島　結朋 桜町中 村岡　咲紀 栗林小 正田　実愛 栗林小 近藤優莉愛 栗林小 是本　唯登 檀紙小 後藤　久人 新番丁小

3位 髙橋　瑠偉 紫雲中 髙木　莉緒 檀紙小 石川　一冴 栗林小 林　壱之進 栗林小 栗原　逸輝 栗林小 岩井　悠馬 栗林小

★種目別満点競技　(パーフェクト賞）

氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名 氏　　名 学校名

藤原　佳祐 桜町中 村岡　咲紀 栗林小 田中　颯真 栗林小 林　壱之進 栗林小 近藤　萌衣 栗林小 河村　惟花 附属高松小

谷川　美奈 円座小 後藤みなみ 新番丁小 石川　冴隼 栗林小 真鍋琉詩亜 栗林小 栗原　逸輝 栗林小 浦野　清正 附属高松小

西　壮琉 円座小 西澤　柊佑 亀阜小 大津　晴香 太田小 近藤優莉愛 栗林小

美野　恋絆 檀紙小 大塚　莉杏 太田小 萩野　愛以 栗林小

中妻　寿美 檀紙小 大草　里奈 太田小 村岡　杏佳 栗林小

宮脇　茉由 一宮小 柏原　楓 檀紙小 長尾　夏帆 栗林小

             全国珠算学校連盟香川県支部
令和３年度全香川選抜珠算競技大会成績表

★個人総合学年別競技 実施：令和３年１２月１２日（日）

中学生以上の部 ６年生の部 ５年生の部 ４年生の部 ３年生の部 ２年生以下の部

975

準優 1,165 1,180 1,365 1,340 1,360 970

優勝 1,295 1,285 1,375 1,355 1,400

960

４位 1,065 1,175 1,345 1,305 1,305 955

３位 1,125 1,175 1,350 1,320 1,345

930

６位 790 1,040 1,275 1,260 1,210 900

５位 920 1,100 1,315 1,265 1,275

885

８位 765 980 1,235 1,245 1,175 835

７位 780 1,025 1,240 1,255 1,205

725

１０位 935 1,105 1,215 1,115 690

９位 945 1,140 1,245 1,125

2年生以下の部

中学生以上の部 ６年生の部 ５年生の部 ４年生の部 ３年生の部 2年生以下の部

中学生以上の部 ６年生の部 ５年生の部 ４年生の部 ３年生の部


	大会成績表

