
　平成３１年１月１３日(日)道北地区担当で旭川トーヨーホテルにて北海道

６支部より高校生以上36名・中学生44名・小学生以下97名　合計177名の

参加選手により競技が行われました。

　今大会で、北海道選手権者に久保　新選手（道央）が輝き、小学生選手権

者には井伊俊介選手（道央）が獲得しました。

　種目別競技　読上暗算（5～16桁・10口・48.17秒加減算）は久保　新

選手が4連覇に輝きました。また読上算（7～16桁・10口・28.80秒加減算）

フラッシュ暗算（3桁・15口・1.70秒）は浅野貴広選手が読上算5連覇・フ

ラッシュ暗算4連覇を達成されました。

　   小学生珠算選手権者

◆入賞者（道央支部関係分）◆

優 勝 久保　　新 1,990 点 優 勝 計良  彩水 1,910 点 優 勝 井伊　俊介 1,990 点
2位 若松　尚弘 1,980 点 3位 保浦    聖 1,720 点 2位 山田　稔揮 1,980 点

3位 浅野　貴広 1,960 点 9位 佐々木優大 1,430 点 3位 兼松  優衣 1,970 点

4位 酒井  聡史 1,940 点 9位 阿部　笑子 1,430 点 4位 細川  結愛 1,920 点

5位 中村　卓磨 1,920 点 11位 須古　　涼 1,400 点 5位 田中　歩斗 1,900 点

6位 若松    彩 1,910 点 12位 田中　恵音 1,380 点 6位 永井　悠聖 1,890 点

8位 眞田　美歩 1,820 点 13位 田中　愛彩 1,370 点 9位 新倉　咲音 1,840 点

10位 伊藤  隆広 1,740 点 18位 秋　　海来 1,290 点 10位 山田　洸揮 1,800 点

11位 高橋百年美 1,730 点 14位 奈良　優杜 1,700 点

12位 関口  佑介 1,650 点 15位 山本　果凛 1,660 点

15位 笹森　愛菜 1,490 点 17位 東海林佑哉 1,600 点

20位 森下　琳加 1,330 点 17位 久末　琴音 1,600 点

19位 友兼    慧 1,570 点

総　合　競　技
＜高校生以上の部＞ ＜中学生の部＞ ＜小学生以下の部＞

珠算選手権者
得点１，９９０点       得点１，９９０点

久保　新 選手            井伊　俊介 選手



         読上暗算選手権者

優勝 久保 　 新 2位 計良　彩水 優勝 奈良　優杜

2位 中村　卓磨 3位 2位 井伊　俊介

3位 浅野　貴広 7位 佐々木優大 2位 兼松  優衣

3位 若松　尚弘 7位 須古　　涼 4位 永井　悠聖

7位 酒井  聡史 5位 山田　稔揮

7位 若松    彩 5位 細川  結愛

7位 高橋百年美 7位 山田　洸揮

7位 友兼    慧

     　 久保　新選手 7位 東海林佑哉

19位 新倉　咲音

           読上算選手権者

優勝 浅野　貴広　　 3位 優勝 田中　歩斗

2位 若松　尚弘 4位 2位 細川  結愛

2位 若松　  彩 6位 須古　　涼 2位 井伊　俊介

2位 眞田　美歩 6位 6位 奈良　優杜

2位 高橋百年美 7位 山田　稔揮

9位 兼松  優衣

9位 友兼    慧

16位 山田　洸揮

16位 永井　悠聖

  フラッシュ暗算選手権者

優勝 浅野　貴広 優勝 3位 山田　稔揮

2位 若松　尚弘 2位 4位 井伊　俊介

3位 眞田　美歩 8位 4位 田中　歩斗

4位 久保　　新 6位 細川　結愛

4位 中村　卓磨 6位 山田　洸揮

4位 若松　  彩 6位 新倉　咲音

10位 酒井　聡史 10位 山本　果凛

11位 兼松  優衣

11位 永井　悠聖

11位 奈良　優杜

19位 友兼    慧

          浅野　貴広選手

保浦　　聖

須古　　涼

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＞

3桁～15口　1.7秒 計良　彩水

         浅野　貴広選手

    7桁～16桁　28.80秒 計良　彩水

田中　恵音

秋　　海来

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＞

    5桁～16桁　48.17秒

秋　　海来

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＞


