
 

    【参加教室】

　　橋本そろばん教室（徳島）

　　松本珠算教室（愛媛）

　　川田珠算学園（香川）

　　中上珠算塾（高知）

　　矢野珠算塾（愛媛）

　　PACHIPACHIアバカス・スクール（愛媛）

　　高木そろばん教室（高知）

　　朝比奈珠算塾（高知）

　　山下そろばん教室（高知）

　　松岡珠算教室（高知）

　　北山そろばん教室（高知）

　　みとよそろばん教室（香川）

    【主催】

　　四国そろばん88カップ実行委員会

四国そろばん88カップ

～Another Story～

88通信珠算競技大会
成　績　表



 

順位 選手名 県名 教室名 得点 順位 選手名 県名 教室名 得点

1 越智　叶穏 愛媛 PACHI 1,560 1 岡本　萌子 愛媛 PACHI 1,770

2 為広　大空 香川 みとよ 1,550 2 壷井　涼花 香川 みとよ 1,720

3 久保井　悠 愛媛 松本珠算 1,380 3 越智　咲蘭 愛媛 PACHI 1,520

4 松岡　咲絢 高知 まつおか 1,340 4 髙橋　音葉 愛媛 PACHI 1,500

5 越智　遼翔 愛媛 松本珠算 1,270 5 日浅雄一郎 愛媛 PACHI 1,470

6 三好　俊喜 愛媛 松本珠算 1,260 5 中村　友結 高知 北山そろ 1,470

7 芝　　笑里 愛媛 松本珠算 1,220 7 安永ゆずは 愛媛 松本珠算 1,460

8 谷　　仙太 徳島 橋本 1,130 8 三好ほの香 高知 高木教室 1,430

9 江戸　甲至 徳島 橋本 1,100 9 勝部壮太郎 香川 みとよ 1,420

9 大野　洋佑 愛媛 松本珠算 1,100 10 岡田　聡真 愛媛 PACHI 1,400

10 中川　了今 香川 みとよ 1,400

12 本龍　由久 高知 北山そろ 1,390

順位 選手名 県名 教室名 得点 13 中下　心結 香川 みとよ 1,310

1 越智　咲蘭 愛媛 PACHI 1,820 14 三好広之助 高知 高木教室 1,280

2 中川　了今 香川 みとよ 1,740 15 越智　叶穏 愛媛 PACHI 1,270

3 本龍　由久 高知 北山そろ 1,730 16 福永　莉子 愛媛 PACHI 1,250

4 中下　心結 香川 みとよ 1,670 16 滝　怜音汰 香川 みとよ 1,250

5 松田　晄大 高知 まつおか 1,350 18 大谷賢太郎 香川 みとよ 1,230

5 松岡隼一朗 高知 まつおか 1,350 19 神田拓久登 愛媛 松本珠算 1,200

7 糸川　崇太 香川 みとよ 1,320 20 為広　大空 香川 みとよ 1,190

8 川中　諒祐 愛媛 松本珠算 1,260

9 高　　雪乃 愛媛 PACHI 1,260

10 川村　亜衣 高知 中上教室 1,250

順位 選手名 県名 教室名 得点

1 岡本　萌子 愛媛 PACHI 1,700

1 壷井　涼花 香川 みとよ 1,700

3 安永ゆずは 愛媛 松本珠算 1,460

4 髙橋　音葉 愛媛 PACHI 1,400

5 中村　友結 高知 北山そろ 1,330

6 勝部壮太郎 香川 みとよ 1,300

7 三好ほの香 高知 高木教室 1,260

8 岡田　聡真 愛媛 PACHI 1,240

9 日浅雄一郎 愛媛 PACHI 1,230

10 三好広之助 高知 高木教室 1,200

入　賞　者　名　簿

※同点は全て同順位

無差別ランキング競技

個人総合競技【中学生以上の部】

個人総合競技【小学５･６年生の部】

個人総合競技【小学４年生以下の部】



 

順位 団体名 県名 選手名 合計得点

久保井　悠
越智　遼翔
三好　俊喜
越智　叶穏
青野　奈緒
青野　奈美
為広　大空
宝田　栞奈
石井　颯真
芝　　笑里
大野　洋佑
山崎　太雅
谷　　仙太
江戸　甲至
藤崎　直紀

順位 団体名 県名 選手名 合計得点

中川　了今
中下　心結
糸川　崇太
越智　咲蘭
高　　雪乃
玉井　亜侑
川中　諒祐
山下　諭人
高田　莉奈
岡村　朱莉
本町　澪奈
秋場竜之介
加藤　　栞
西亀瀬乃香
藤原　羽菜

順位 団体名 県名 選手名 合計得点

岡本　萌子
髙橋　音葉
岡田　聡真
壷井　涼花
勝部壮太郎
滝　怜音汰
安永ゆずは
神田拓久登
芝　泉知歩
三好ほの香
三好広之助
佃　　祐佳
日浅雄一郎
福永　莉子
青野　奈々

団体競技【小学４年生以下の部】

1 松本珠算教室A 愛媛 3,910

2 PACHIPACHIアバカス・スクールA 愛媛 3,700

1 みとよそろばん教室 香川 4,730

3 みとよそろばん教室 香川 3,250

4 松本珠算教室B 愛媛 3,240

5 橋本そろばん教室 徳島 3,150

団体競技【５･６年生の部】

2 PACHIPACHIアバカス・スクールA 愛媛 4,210

3 松本珠算教室 愛媛 3,420

4 朝比奈珠算教室A 高知 3,370

5 PACHIPACHIアバカス・スクールB 愛媛 3,290

愛媛 4,340

2 みとよそろばん教室 香川 4,130

入　賞　者　名　簿

5 PACHIPACHIアバカス・スクールB 愛媛 3,420

3 松本珠算教室 愛媛 3,680

4 高木そろばん教室A 高知 3,500

団体競技【中学生以上の部】

1 PACHIPACHIアバカス・スクールA


