
平成３０年１月８日(月)帯広市(ホテル日航ノースランド帯広)に於いて第40回

北海道珠算選手権大会が開催されました。

　北海道各支部より高校生以上３６名 中学生４２名 小学生以下１０２名 合計

１８０名の選手参加を得て競技が開始されました。

 今大会の北海道珠算選手権者に浅野貴広選手が満点で見事選手権者に輝き

小学生珠算選手権者には、山田稔揮選手が獲得しました。

種目別競技 読上暗算は(5～16桁、10口、48.9秒)久保　新 選手の３連覇に 

輝きました。

 また、読上算(7桁～16桁、28.2秒)、フラッシュ暗算(3桁､15口1.70秒)の

両種目を制覇し、北海道珠算選手権者と合わせて３冠という安定した成績を

上げました。浅野選手の時代の幕開けです！

　   小学生珠算選手権者

◆入賞者（道央支部関係分）◆

優 勝 浅野  貴広 2,000 点 優 勝 計良  彩水 1,920 点 優 勝 山田  稔揮 1,960 点
2位 森    咲月 1,980 点 2位 河野  太風 1,790 点 2位 兼松  優衣 1,930 点

3位 若松  尚弘 1,970 点 4位 田中    玲 1,690 点 5位 田中  歩斗 1,820 点

4位 久保    新 1,920 点 5位 保浦    聖 1,660 点 6位 細川  結愛 1,810 点

5位 酒井  聡史 1,890 点 14位 田中  愛彩 1,340 点 7位 本田瑠々花 1,790 点

7位 若松    彩 1,870 点 17位 髙橋  郁乃 1,240 点 9位 奈良  優杜 1,710 点

8位 中村  卓磨 1,860 点 20位 岩本  凌馬 1,210 点 9位 斉藤  杏梨 1,710 点

9位 伊藤  隆広 1,730 点 11位 井伊  俊介 1,700 点

9位 高橋百年美 1,730 点 12位 早田侑莉安 1,690 点

13位 笹森  愛菜 1,630 点 14位 秋    海来 1,670 点

15位 田中    雄 1,610 点 15位 阿部  笑子 1,650 点

16位 関口  佑介 1,570 点 19位 友兼    慧 1,530 点

＜高校生以上の部＞ ＜中学生の部＞ ＜小学生以下の部＞

浅野　貴広 選手             山田　稔揮 選手

総　合　競　技

珠算選手権者
得点２，０００点       得点１，９６０点



      読上暗算選手権者

優勝 久保 　 新 優勝 計良 彩水 優勝 井伊　俊介

2位 浅野　貴広 4位 田中   玲 2位 兼松　優衣

4位 中村　卓磨 7位 河野 太風 3位 奈良　優杜

5位 若松　尚弘 4位 細川　結愛

8位 森　　咲月 4位 秋　　海来

8位 田中  　雄 8位 山田　稔揮

10位 早田侑莉安

14位 本田瑠々花

14位 斉藤　杏梨

     　 久保　新選手 17位 阿部　笑子

      読上算選手権者

優勝 浅野　貴広　　 2位 優勝 本田瑠々花

2位 酒井　聡史 2位 3位 山田　稔揮

2位 田中  　雄 8位 3位 兼松　優衣

5位 森　　咲月 3位 井伊　俊介

8位 久保　  新 3位 細川　結愛

10位 若松　尚弘 3位 早田侑莉安

10位 若松　  彩 3位 田中  歩斗

15位 秋  　海来

19位 奈良　優杜

19位 斉藤　杏梨

      フラッシュ暗算選手権者

優勝 浅野　貴広 2位 2位 斉藤　杏梨

2位 中村　卓磨 5位 4位 山田　稔揮

2位 若松　尚弘 5位 4位 兼松　優衣

2位 若松　　彩 5位 4位 細川　結愛

5位 森　　咲月 10位 7位 本田瑠々花

7位 酒井　聡史 7位 早田侑莉安

10位 久保　　新 12位 井伊　俊介

10位 関口　佑介 12位 奈良　優杜

10位 田中　　雄 15位 阿部　笑子

15位 田中　歩斗

          浅野　貴広選手

3桁～15口　1.7秒 岩本　凌馬

河野　太風

保浦　　聖

田中　　玲

計良　彩水

   浅野　貴広選手

フラッシュ暗算競技

　＜高校生以上の部＞  　＜中学生以上の部＞　 ＜小学生以下の部＞

田中　　玲

田中　愛彩

読上算競技

　＜高校生以上の部＞  　＜中学生以上の部＞　 ＜小学生以下の部＞

  7桁～16桁　28.2秒 計良　彩水

  5桁～16桁　48.9秒

読上暗算競技

　＜高校生以上の部＞  　＜中学生以上の部＞　 ＜小学生以下の部＞


