珠算・電卓部
平成３０年度
第99回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技 優勝＝中村友香、大林蒼歩、西浦希
2018/8/22
電卓個人総合競技 優勝＝中村友香、３位＝大林蒼歩、４位＝西浦希、６位＝小池陽、佳良＝橋本海音
電卓個人種目別競技応用計算 ２等＝西浦希、３等＝中村友香、３等＝小池陽

2018/8/1

第65回全国高等学校珠算電卓競技大会
電卓団体総合競技 準優勝＝中村友香、小池陽、西浦希
電卓個人総合競技 ２等＝中村友香、３等＝小池陽、西浦希
電卓種目別競技応用計算 優勝＝小池陽
電卓種目別競技伝票算
３等＝小池陽

2018/7/16

平成30年度全国電卓競技大会 中部予選
団体総合競技 準優勝＝西浦希、小池陽、中村友香
個人総合競技 ２位＝西浦希、３位＝小池陽

2018/6/2

第65回全国高等学校珠算・電卓競技大会愛知県予選会
電卓団体総合競技 優勝＝中村友香、西浦希、小池陽
電卓個人総合競技 準優勝＝小池陽、４位＝中村友香、５位＝西浦希、８位＝長坂美穂、
佳良＝橋本海音、大林蒼歩
電卓個人種目別競技応用計算 優勝＝小池陽、３等＝中村友香
電卓個人種目別競技読上算
２等＝西浦希、中村友香
電卓個人種目別競技伝票算
優勝＝小池陽、２等＝西浦希、中村友香、３等＝大林蒼歩、橋本海音

第98回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技 優勝＝中村友香、西浦希、小池陽
2018/4/28
電卓個人総合競技 ２位＝中村友香、３位＝小池陽、佳良＝大林蒼歩、橋本海音
電卓個人種目別競技読上算 ２等＝小池陽、中村友香、３等＝西浦希
電卓個人種目別競技伝票算 優勝＝西浦希、２等＝小池陽、中村友香

平成２９年度
2018/2/11
2018/2/12

第24回愛知県高等学校珠算電卓新人競技大会
電卓団体総合競技 優勝＝中村友香、西浦希、小池陽
電卓個人総合競技 優勝＝中村友香
〃 ２年生の部 優勝＝中村友香、準優勝＝西浦希、４位＝小池陽、６位＝大林蒼歩

第21回全日本電卓競技大会 全国大会
高校生の部 団体競技 ４位（朝倉知奈、大林蒼歩、長岡実里）
2018/1/14
団体競技
佳良＝朝倉知奈、小池陽、西浦希、長岡実里、白井美樹、大林蒼歩
出場＝中村友香、橋本海音、長坂美穂

2017/11/25

第21回全日本電卓競技大会 東海大会
高校生の部 電卓団体総合競技 ２位＝朝倉知奈、白井美樹、小池陽
電卓団体総合競技 佳良＝朝倉知奈、白井美樹、小池陽、長岡実里、西浦希、大林蒼歩

第39回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技
優勝＝西浦希、大林蒼歩、小池陽
電卓個人総合競技
優勝＝西浦希、準優勝＝朝倉知奈、３位、小池陽、佳良＝大林蒼歩、中村友香
2017/11/4
電卓個人種目別競技
応用計算 優勝＝小池陽、3等1席＝西浦希、3等3席＝中村友香
珠算団体総合競技
出場＝長坂美穂、山田奈々、村松亜里沙
珠算個人総合競技
出場＝白井美樹

2017/9/2

全国経理教育協会 平成２９年度 全国電卓競技大会
電卓団体総合競技（高校生の部）３位＝朝倉知奈、長岡実里、小池陽

2017/9/2

第62回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技
優勝＝中村友香、小池陽、大林蒼
電卓個人総合競技
優勝＝中村友香、３位＝小池陽、４位＝大林蒼、５位＝西浦希
佳良＝朝倉知奈
電卓個人種目別競技
応用計算 ２等＝中村友香、小池陽、３等＝大林蒼歩
珠算団体総合競技
５位＝村松亜里砂、山田奈々、長坂美穂

第９７回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技
準優勝＝小池陽、長岡実里、朝倉知奈
電卓個人総合競技
４位＝小池陽、５位＝長岡実里、６位＝朝倉知奈
2017/8/23
佳良＝大林蒼歩、西浦希、中村友香
電卓個人種目別競技
応用計算 ２等＝中村友香、小池陽、３等＝朝倉知奈
珠算団体総合競技
３位＝山田奈々、村松亜里沙、長坂美穂

2017/8/1

第64回全国高等学校珠算電卓競技大会
電卓個人総合競技
出場＝朝倉知奈
電卓個人種目別競技 伝票算３等＝朝倉知奈

2017/7/17

全国経理教育協会 中部地方会主催 平成２９年度電卓競技大会
電卓個人総合競技
優勝＝朝倉知奈、３位＝長岡実里

2017/6/3

第64回全国高等学校珠算電卓競技大会愛知県予選会
電卓団体総合競技
準優勝＝朝倉知奈、長岡実里、小池陽
電卓個人総合競技
準優勝＝朝倉知奈、４位＝中村友香、５位＝西浦希、７位＝大林蒼歩
８位＝長岡実里、１０位＝小池陽
電卓個人種目別競技 伝票算２等＝朝倉知奈、３等＝大林蒼歩

第96回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技
準優勝＝小池陽、朝倉知奈、中村友香
電卓個人総合競技
４位＝小池陽、５位＝朝倉知奈、６位＝中村友香、佳良＝大林蒼歩、長岡実里
2017/4/29
電卓個人種目別競技 詠上算３等＝小池陽、西浦希
電卓個人種目別競技 伝票算２等＝朝倉知奈、中村友香、３等＝大林蒼歩
電卓個人種目別競技 応用計算２等＝小池陽、３等＝中村友香、大林蒼歩

平成２８年度
第20回全日本電卓競技大会 全国大会
高校生の部 団体競技：準優勝＝田澤七海、江口莉子、朝倉知奈
2017/1/15
団体競技
：６位＝田澤七海、江口莉子、早川咲
佳良＝朝倉知奈、小池陽、西浦希
第20回全日本電卓競技大会 東海大会
団体競技
：３位＝田澤七海、江口莉子、早川咲
2016/11/26
高校生の部 団体競技：優勝＝田澤七海、江口莉子、早川咲
個人総合競技
：３位＝田澤七海、佳良＝江口莉子

2016/11/5

第３８回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技
：優勝＝早川咲、朝倉知奈、江口莉子
電卓個人総合競技
：優勝＝早川咲、準優勝＝朝倉知奈、３位＝江口莉子

2016/9/4

全国経理教育協会 平成２８年度 全国電卓競技大会
電卓個人総合競技
：優勝＝田澤七海

2016/9/3

第61回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
平成２８年度電卓競技大会
電卓団体総合競技
：準優勝＝江口莉子、早川咲、磯貝奈緒
電卓個人総合競技
：準優勝＝早川咲、３位＝江口莉子、佳良＝磯貝奈緒、佳良＝朝倉知奈
電卓個人種目別競技
：応用計算２等＝早川咲、応用計算３等＝磯貝奈緒

第95回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
平成２８年度電卓競技大会
2016/8/23
電卓団体総合競技
：優勝＝磯貝奈緒、江口莉子、朝倉知奈
電卓個人総合競技
：優勝＝磯貝奈緒、４位＝江口莉子、６位＝朝倉知奈、佳良＝早川咲、田澤七海
電卓個人種目別競技
：応用計算２等＝磯貝奈緒、応用計算３等＝田澤七海

2016/8/2

第63回全国高等学校珠算電卓競技大会
平成２８年度電卓競技大会
電卓団体総合競技
：３位＝江口莉子、彦坂美佑、早川咲
電卓個人総合競技
：２等＝彦坂美佑、３等＝早川咲、佳良＝江口莉子
電卓個人種目別競技
：伝票算２等＝早川咲

全国経理教育協会 中部地方会主催
平成２８年度電卓競技大会
2016/7/18
電卓団体総合競技
：優勝＝江口莉子、田澤七海、早川咲
電卓個人総合競技
：準優勝＝田澤七海、３位＝江口莉子、４位＝早川咲

2016/6/4

第63回全国高等学校珠算電卓競技大会愛知県予選会
電卓団体総合競技
：準優勝＝彦坂美佑、江口莉子、田澤七海
電卓個人総合競技
：優勝＝早川咲
６位＝彦坂美佑、９位＝江口莉子、10位＝田澤七海、佳良＝磯貝奈緒
電卓個人種目別競技競技：伝票算
優勝＝田澤七海
伝票算
２等＝早川咲、 ３等＝江口莉子、磯貝奈緒
応用計算 ２等＝田澤七海、３等＝彦坂美佑

第94回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技
：準優勝＝彦坂美佑、江口莉子、磯貝奈緒
電卓個人総合競技
：優勝＝彦坂美佑
佳良＝江口莉子、磯貝奈緒、田澤七海、早川咲
2016/4/29
電卓個人種目別競技競技：伝票算 2等＝早川咲
伝票算 3等＝田澤七海、彦坂美佑
読上算優勝＝江口莉子
読上算 3等＝彦坂美佑

平成２７年度
第19回全日本電卓競技大会 全国大会
高校生の部団体競技：優勝＝山田麻衣、水上桃花、早川咲、田澤七海
2016/1/17

団体競技：８位＝水上桃花、田澤七海、冨永拓
佳良＝山田麻衣尋、福田千尋、江口莉子
個人総合競技：４位＝山田麻衣、佳良＝水上桃花、早川咲、田澤七海

第19回全日本電卓競技大会 東海大会
団体競技：優勝＝山田麻衣、福田千尋、江口莉子
2015/11/28

高校生の部：優勝＝山田麻衣、福田千尋、水上桃花
個人総合競技：4位＝山田麻衣、佳良＝福田千尋、水上桃花

第37回東海地区高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技：準優勝＝福田千尋、冨永拓、山田麻衣
2015/11/7

電卓個人総合競技：優勝＝山田麻衣尋、4位＝福田千尋、5位＝彦坂美祐、佳良＝冨永拓、水上桃花
電卓個人種目別競技応用計算：2等＝冨永拓、3等＝山田麻衣尋、3等＝水上桃花

2015/9/6

全国経理教育協会 平成２７年度全国電卓競技大会
団体競技（高等学校の部）：準優勝＝山田麻衣、福田千尋、水上桃花

第60回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技：優勝＝福田千尋、冨永拓、山田麻衣
2015/9/5

電卓個人総合競技：優勝＝福田千尋、3位＝冨永拓、4位＝山田麻衣、5位＝水上桃花、6位＝彦坂美祐
電卓個人種目別競技応用計算：2等＝水上桃花、3等＝冨永拓

第93回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技：優勝＝山田麻衣、水上桃花、福田千尋
2015/8/26

電卓個人総合競技：優勝＝山田麻衣、3位＝水上桃花、4位＝福田千尋、5位＝冨永拓
佳良＝彦坂美佑、磯貝奈緒、柴田知香、早川咲
電卓個人種目別競技応用計算：優勝＝山田麻衣、2等＝水上桃花、冨永拓

第62回全国高等学校珠算電卓競技大会
電卓団体総合競技：優勝＝冨永拓、山田麻衣、水上桃花
2015/7/29

電卓個人総合競技：準優勝＝冨永拓、5位＝水上桃花、14位＝山田麻衣
電卓個人種目別競技伝票算

：準優勝＝山田麻衣、佳良＝冨永拓

電卓個人種目別競技応用計算：８位＝冨永拓、佳良＝水上桃花、山田麻衣

2015/7/20

全国経理教育協会中部地方会主催 平成２７年度電卓競技大会
電卓団体総合競技：優勝＝福田千尋、冨永拓、山田麻衣、水上桃花、江口莉子
電卓個人総合競技：2位＝福田千尋、3位＝冨永拓

第62回全国高等学校珠算電卓競技大会愛知県予選会
電卓団体総合競技：優勝＝冨永拓、山田麻衣、水上桃花
電卓個人総合競技：優勝＝冨永拓、3位＝福田千尋、4位＝山田麻衣、9位＝水上桃花、10位＝田澤七海
佳良＝彦坂美佑
2015/6/6
電卓個人種目別競技読上算

：優勝＝山田麻衣

電卓個人種目別競技伝票算

：優勝＝山田麻衣、3等＝福田千尋、3等＝冨永拓

電卓個人種目別競技応用計算：優勝＝福田千尋、2等＝山田麻衣、2等＝冨永拓、3等＝水上桃花

2015/4/27

第92回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓個人種目別競技：優勝＝山田麻衣

2015/4/26

第92回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓個人総合競技：準優勝＝冨永 拓、３位＝水上桃花、5位＝福田千尋、６位＝山田麻衣
佳良＝田澤七海、早川咲、柴田知花、彦坂美佑、江口莉子

2015/4/25

第92回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技：優勝＝水上桃花、冨永拓、福田千尋

2015/4/25

第92回愛知県高等学校珠算電卓錬成競技大会
電卓個人種目別競技伝票算：優勝＝山田 麻衣、2等＝田澤七海、3等＝福田千尋、3等＝冨永拓

平成２６年度
第21回 愛知県高等学校珠算・電卓新人競技大会
電卓 団体総合競技 優勝
2015/2/11
個人総合競技優勝 2年生の部：優勝、準優勝、３位、４位
個人総合競技優勝 1年生の部：準優勝、３位、４位、５位、６位
応用計算競技：優勝、２等、3等

2015/1/18

第18回 全日本電卓競技大会 全国大会
高等学校の部 団体 4位
団体総合競技 10位、佳良

個人総合競技：佳良１名 出場：６名

2014/11/29

第18回 全日本電卓競技大会 東海大会
団体：高等学校の部 第3位
個人総合競技：第３位 山田麻衣

2014/11/1

第36回東海地区高等学校商業実務競技大会
電卓団体総合競技：準優勝

2014/9/7

平成26年度全国電卓競技大会
団体総合競技 出場

2014/9/6

第58回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
電卓団体総合競技 準優勝

2014/8/22

第91回愛知県高等学校珠算･電卓錬成競技大会
電卓団体総合競技 優勝

2014/8/3

第61回全国高等学校珠算電卓競技大会
電卓の部 団体総合競技 9位

2014/7/21

平成26年度電卓競技大会中部地方会
団体の部 優勝

2014/6/7

第61回全国高等学校珠算・電卓競技大会愛知県予選会
電卓の部 団体総合競技 優勝

2014/4/26

第90回愛知県高等学校珠算・電卓錬成競技大会
電卓の部 団体総合競技 優勝

平成２５年度
2014/2/11

第20回 愛知県高等学校珠算・電卓新人競技大会
電卓の部 団体総合競技 優勝
個人総合競技 2年生の部：優勝、4位 応用計算競技2等、３等
個人総合競技 1年生の部：準優勝、３位、5位、６位

第17回 全日本電卓競技大会 全国大会
団体競技 佳良
2014/1/19
団体競技 高等学校の部 第4位
個人総合競技 第9位

2013/11/2

第35回東海地区高等学校商業実務競技大会
個人総合競技：優勝、佳良 応用計算2等

2013/9/7

第58回愛知県高等学校商業実務総合競技大会
電卓の部
団体総合競技：優勝
個人総合競技：優勝、6位
伝票算競技：3位
珠算の部
団体総合競技3位
個人総合競技佳良 読上暗算競技3位

2013/9/1

平成25年度全国電卓競技大会
個人の部：優勝

2013/8/1

第60回全国高等学校珠算電卓競技大会
電卓の部
団体総合競技：佳良
個人総合競技：佳良
伝票算競技：優勝 応用計算競技：２等３席
珠算の部
団体総合競技 出場

2013/7/15

平成25年度電卓競技大会中部地方会
団体の部：準優勝
個人の部：優勝

2013/6/29

平成25年度電卓競技大会愛知県大会
団体の部 優勝

第60回全国高等学校珠算電卓競技大会愛知県予選会
電卓の部
2013/6/1
団体総合競技：優勝
個人総合競技：優勝、準優勝、７位、９位
応用計算：優勝
珠算の部
団体総合競技：３位
第88回愛知県高等学校珠算・電卓錬成競技大会
電卓の部 団体総合競技 優勝
2013/4/27
個人総合競技：優勝、佳良
個人伝票算：優勝、３等
個人読上暗算：3等

伝票算：2等1席、2等2席

