
パチパチ便り 

平成３０年９月 

パチパチそろばん結果 

No. 学年 氏名 教室 点数 

1 6 三宅 絵愛 アール 79 

2 4 田澤 亮人 黒笹 77 

3 4 加藤 光明 宮上 74 

3 5 前田 穂花 黒笹 74 

5 6 冨樫 佑太 アール 72 

6 4 秋元 康太郎 本部 69 

7 5 黒住 和紗 本部 67 

7 5 鈴木 杏奈 宮上 67 

9 6 鳥居 平 アール 65 

9 6 近藤 佑哉 本部 65 

11 5 北川 瑛友 宮上 62 

12 6 毛受 咲緑 黒笹 60 

12 5 山本 航世 本部 60 

12 5 武藤 詩絵奈 アール 60 

15 6 三浦 栞沙 本部 58 

15 3 山脇 菜々香 アール 58 

17 4 伊東 遥希 本部 57 

18 4 吉田 龍翔 アール 46 

18 6 杉澤 由紀菜 宮上 46 

20 6 荒木 一郎 本部 44 

20 3 川村 航輝 アール 44 

No. 学年 氏名 教室 点数 

1 6 久野 来颯 本部 4/4 28/31 

2 6 毛受 咲緑 黒笹 3/4 30/31 

3 4 吉田 龍翔 アール 3/4 29/31 

3 4 加藤 光明 宮上 3/4 29/31 

3 6 大坪 駿太 本部 3/4 29/31 

3 5 前田 穂花 黒笹 3/4 29/31 

3 6 杉澤 由紀菜 宮上 3/4 29/31 

3 5 原田 麻央 黒笹 3/4 29/31 

3 5 荒川 愛那 春木 3/4 29/31 

3 4 是永 絢音 本部 3/4 29/31 

3 4 宮島 京吾 本部 3/4 29/31 

3 5 萩原 美優 アール 3/4 29/31 

13 6 田島 颯久 本部 3/4 28/31 

13 6 鳥居 平 アール 3/4 28/31 

13 6 南野 咲羽 黒笹 3/4 28/31 

13 6 冨樫 佑太 アール 3/4 28/31 

13 5 齋藤 有珠 春木 3/4 28/31 

13 5 佐藤 勇人 本部 3/4 28/31 

13 4 小竹 優芽 春木 3/4 28/31 

13 6 辻村 常路 黒笹 3/4 28/31 

13 3 山本 駿 黒笹 3/4 28/31 

13 2 陸門 千洋 黒笹 3/4 28/31 

13 5 松井 七海 アール 3/4 28/31 

ピラミッド計算結果 

※8月8日付中日新聞三河版より 

 暑く天候が読めない時期が続きますが、皆様におかれ 
ましてはいかがお過ごしででしょうか。 
 さて、久野学園においては7月の末に中日新聞社後援で 
「パチパチ計算コンクール」を実施し、三宅絵愛さん、 
田澤亮人さんが優秀な成績を収め、新聞へ掲載されました。 
 また、同時に今年から全員に実施いたしました「ピラミッド 
計算コンクール」において、久野来颯さんが優勝されました。 
どちらも全員が同じ問題を同じ条件で臨むもので、 
いつもの検定や教室の姿と違った顔が見られ大変新鮮でした。 
 こうしたイベントを今後も実施してまいりたいと思っております。 

※100点満点 



●全国珠算検定試験 第385回 合格者《段位～3級》● 
《平成30年5月27日》 
★珠算★（18名合格：段位1名、1級3名、2級6名、3級8名） 
【段位】★準弐段 妹尾房映（中） 
【1級】吉田涼真（中） 纐纈修多（6） 伊東遥希（4） 
【2級】岡 奏美（中） 齋藤有珠（5） 栗本香音（4） 加藤光明（4） 柳生海登（4）  
    樋口統鷲（4） 
【3級】原田柚希（4） 野々山沙紀（4） 服部将太郎（4） 北川瑛友（4） 小川輝莉（4） 
    今井里愛来（4） 今井沙愛来（4） 深田功成（3） 
★暗算★（10名合格：段位4名、1級1名、2級2名、3級3名） 
【段位】★準参段 鳥居平（6） ★弐段 片山太陽（5） 
      ★初段 田島颯久（6） ★準初段 杉澤由紀菜（6） 
【1級】伊東奈美（4） 
【2級】武藤詩絵奈（5） 前田穂花（5）  
【3級】中村慶輝（4） 伊東美輝（4） 中里心侑（4） 
 
●全国珠算検定試験 第386回 合格者《段位～3級》● 
《平成30年7月22日》 
★珠算★（14名合格：1級2名、2級4名、3級8名） 
【1級】荒木一郎（6） 花田真央（4） 
【2級】野村一颯（6） 森下凛太朗（5） 稲富俊介（4） 中里心侑（4） 
【3級】成瀬煌凌（6） 平野湊宙（5） 深田勘丞（5） 小嶋純乃（5） 佐藤勇人（5） 
    鈴木杏奈（5） 小竹優芽（4） 是永絢音（4） 
★暗算★（5名合格：段位3名、2級1名、3級1名） 
【段位】★四段 鳥居平（6） ★参段 片山太陽（5） ★準初段 赤松春佳（6） 
【2級】栗本香音（4）  
【3級】南東桃奈（5） 

●久野学園 本部教室・アール教室・黒笹教室・宮上教室・春木教室・加納教室 
問い合わせ先：0561-32-3445  ※加納教室のみ：0565-45-6795 
メールでの問い合わせ： HPの問い合わせをご利用ください。 
※HPはQRコードから参照ください。 

★お知らせ★ 
・第387回全国珠算検定試験は9月30日(日)です。 
・豊田地区の競技大会は11月4日（日）実施予定です。 
 候補者は9月から練習を始め、10月は毎週日曜日に特別練習を実施する予定です。 
・初冬の遠足を12月1日（土）レゴランドで検討しております。 
 ※12月1日（土）で学校行事がある地区がございましたら、ご一報いただけますと 
   幸いです。 （全ての地区の生徒の皆様が参加できる日で検討しております） 
・今月より本部・春木より個人連絡表を送付いたします。 
 （次回：宮上、アール、黒笹（予定）） 


