
岐阜あんざんコンクール２０１７ 

開催日：平成２９年７月９日（日）  

会 場：けいさんのうりょくビル（羽島郡笠松町弥生町３２、関谷そろばん学校・笠松本校） 

そろばん教室に通う子供たちの暗算力を高めようと、標記大会は、毎年７月に開催されています。 

この大会は、かけ暗算、わり暗算、見取り暗算の３種目で競われました。小学４年生の井深優晴くん 

（岐大附小）は、「３年前に兄が一位だったので、必死に頑張りました」と兄弟で１位に輝きました。 

 

園児の部    小学校１年生の部  

       

賞 名  前  賞 名前 教室 

金賞 

木村 柚乃 小野木かのん  第１位 髙見 琉玖 長森西 

水野 心愛 伏屋 葵翔  第２位 伊藤 弥胡 市橋 

若山 琴映 三宅 利音  第３位 髙橋 果伶 市橋 

小山永太郎 岩塚 優花  第４位 角谷 優馬 長森西 

大久保瑛太 田中亜由子  第５位 大橋 星李 長森西 

唐木 琉偉 中原 健吾  第６位 森本 彩来 三里 

野崎 茉奈   第７位 廣瀬 綾音 笠松本校 

小島 梨乃   第８位 永冶 心 三里 

稲垣 道隆   第８位 森下 彩 市橋 

丸木 優依   第１０位 岩原 百咲 三里 

       

小学校２年生の部   小学校３年生の部  

       

賞 名前 教室  賞 名前 教室名 

第１位 加藤 諒 羽島正木  第１位 林 亜緒菜 日野 

第２位 鈴木 絢 茜部  第２位 脇淵 愛海 蘇原第二 

第３位 松田 拓生 長森西  第３位 市川 輝 笠松本校 

第３位 横井 李音 笠松本校  第４位 赤地そよか 長森西 

第５位 箕浦 雄士 さぎ山  第５位 吉村 聡真 本荘 

第６位 長縄 紫月 岐南北  第６位 西村 洸人 岐阜市島 

第６位 宇野 柊馬 さぎ山  第７位 寺本 貴一 長良西 

第８位 岩脇 槇利 長森西  第８位 三浦 隼享 長森西 

第９位 早川 千尋 本荘  第９位 河合 日鞠 長良中央 

第１０位 澤田 周磨 長森西  第１０位 青木 美織 長良中央 



       

小学校４年生の部   小学校５年生の部  

       

賞 名前 教室名  賞 名前 教室名 

第１位 井深 優晴 笠松本校  第１位 森下 和真 笠松本校 

第２位 伊藤  陸 稲羽西  第２位 長尾 泰河 笠松本校 

第３位 犬飼あかり さぎ山  第３位 堀口 朋香 市橋 

第４位 脇田 彩馨 市橋  第４位 杉山 優菜 佐波 

第５位 林 優希 長良中央  第５位 川畑 太鶴 市橋 

第６位 今井 美和 長良中央  第６位 柴田 想叶 笠松本校 

第６位 川上 櫂 さぎ山  第７位 加藤 佑一 羽島正木 

第８位 杉本向日葵 茜部  第８位 粟野 真由 稲羽西 

第９位 清水康太郎 日野  第９位 市川 璃乃 笠松本校 

第１０位 横川 春吾 さぎ山  第１０位 堀江 尚憲 さぎ山 

       

小学校６年生の部   中学生の部  

       

賞 名前 教室名  賞 名前 教室名 

第１位 伊藤  悠 稲羽西  第１位 八神 流音 笠松本校 

第２位 澤田 亮覇 長森西  第２位 岩田 梨杏 那加第一 

第３位 堤 翔琉 岐阜市島  第３位 松岡美沙紀 うずら 

第４位 門脇 愛実 茜部  第４位 三宅 惟湖 市橋 

第５位 鈴木 壱征 茜部  第５位 田宮 朱梨 市橋 

第６位 大矢 聖礼 笠松本校  第６位 大野 修弥 長良西 

第７位 村瀬 百果 那加第一  第７位 清水 咲希 日野 

第８位 山本 空澄 茜部  第８位 平光菜々心 那加第一 

第８位 浜  風雅 笠松本校  第９位 大橋 優月 まつえだ 

第１０位 岸本 采那 茜部  第１０位 土生 健太 岐阜市島 

       

高校生の部   大学生の部  

       

賞 名前 教室名  賞 名前 教室名 

第１位 関谷南月乃 笠松  第１位 関谷真生子 笠松 

第２位 犬飼はるの さぎ山     

第３位 堀江 香菜 まつえだ     

 


