
添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（１）個人賞

（1-1）会長賞 （1-2）金賞

階級 氏名 学年など 都道府県 階級 氏名 学年など 都道府県

３級 濱塚 隆志 一　般 北海道 澤幡 通正 一　般 茨城県

３級 藤原 寛 一　般 宮城県 相澤 悠介 大学４年 東京都

準２級 柴田 賢 一　般 秋田県 松本 拓朗 高校３年 東京都

５級 柴田 恵里子 一　般 秋田県 朝永 龍 中学校３年 神奈川県

７級 柴田 かえで 小学校６年 秋田県 岡本 直丈 高校１年 滋賀県

１１級 柴田 さくら 小学校１年 秋田県 椎葉 悟士 一　般 岡山県

３級 岡本 圭 一　般 東京都 川村 昌也 一　般 香川県

４級 岡本 ひとみ 一　般 東京都 湯川 博行 一　般 千葉県

４級 岡本 かな 中学校２年 東京都 佐藤 紗世理 高校３年 神奈川県

７級 関本 陽一 一　般 東京都 柿本 崇行 一　般 神奈川県

８級 関本 佳子 一　般 東京都 神田 大樹 高校１年 神奈川県

７級 関本 康崇 中学校１年 東京都 橋本 純平 高校３年 三重県

８級 関本 淑崇 中学校１年 東京都 田辺 航太 高校２年 大阪府

準２級 森田 昌明 一　般 神奈川県 永浦 渉 一　般 長崎県

９級 長尾 孝代 一　般 大阪府 黒部 未旺 高校１年 北海道

９級 長尾 孝祈 小学校４年 大阪府 宮渕 成美 高校２年 茨城県

９級 長尾 孝依 小学校４年 大阪府 藤原 隆聖 高校２年 千葉県

３級 大野 宏明 一　般 兵庫県 日下 昂 高校３年 岡山県

３級 大野 秀 中学校２年 兵庫県 笠原 利気 高校３年 徳島県

１０級 大野 良 小学校１年 兵庫県 浜瀬 理紗子 高校１年 福岡県

２級 古閑 朱美 一　般 熊本県 上原 拓 高校２年 沖縄県

９級 古閑 水都 小学校４年 熊本県 三田 有輝也 中学校２年 北海道

１１級 古閑 海都 小学校２年 熊本県 片山 涼香 中学校３年 埼玉県

牧野 未来 高校１年 東京都

稲垣 穂美 高校１年 東京都

榎本 翼 高校１年 東京都

宇鉄 彩伽 高校１年 新潟県

井澤 姫子 中学校３年 岐阜県

細川 敦司 高校１年 岐阜県

佐藤 佑郁 高校１年 岡山県

小出 尚寛 高校１年 岡山県

比屋定 賢弥 高校１年 沖縄県

第24回 実用数学技能検定グランプリ受賞者一覧

１級

準１級

２級

準２級

【受賞者一覧表の見方】
◎個人の「都道府県」「学年など」は、受検時のものを記載しておりますので、現在と異なる場合があります。

◎敬称は省略して表記しています。
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添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

階級 氏名 学年など 都道府県 階級 氏名 学年など 都道府県

若松 美希 中学校３年 北海道 松原 有紀 中学校１年 北海道

坂本 敬大 中学校２年 福島県 三浦 一樹 中学校１年 群馬県

庭野 航太 中学校２年 福島県 佐藤 寛太 中学校１年 埼玉県

吉村 真紅 中学校３年 福島県 佐藤 雄太 中学校２年 東京都

金澤 宏哉 中学校２年 福島県 竹内 梨恵 中学校１年 東京都

林 慶人 中学校３年 茨城県 冨岡 枝理夏 中学校１年 東京都

木村 朱里 中学校３年 栃木県 立脇 美歩 中学校２年 神奈川県

堤 俊由輝 中学校３年 栃木県 山口 翔太 中学校１年 神奈川県

秋庭 杏香 中学校３年 埼玉県 大家 拓巳 中学校１年 石川県

伊藤 凜花 中学校３年 千葉県 岩田 実子 中学校２年 岐阜県

中新 瑞樹 中学校３年 東京都 福田 晃太郎 小学校５年 京都府

中村 舞 中学校３年 東京都 田村 智喬 中学校１年 奈良県

早川 怜 中学校３年 東京都 丸井 健 中学校１年 広島県

髙田 真之介 中学校３年 神奈川県 江淵 文啓 中学校１年 徳島県

谷部 達也 中学校３年 神奈川県 庄司 愛花 小学校６年 長崎県

安田 大寿 中学校３年 神奈川県 布袋 瑞希 中学校１年 長崎県

松尾 夏奈 中学校３年 大阪府 渡辺 悠斗 小学校６年 宮崎県

中溝 珠里 中学校３年 大阪府 倉田 やまと 小学校６年 茨城県

福永 茅広 中学校３年 兵庫県 木村 凪登 小学校６年 埼玉県

森下 泰地 中学校３年 岡山県 山本 麗奈 小学校４年 埼玉県

日下 一期 中学校３年 岡山県 井田 灯南 小学校３年 埼玉県

橋野 みちる 中学校３年 広島県 井田 那南 小学校３年 埼玉県

林 裕之介 中学校３年 宮崎県 平野 祥太郎 小学校６年 千葉県

矢野 李華 中学校３年 宮崎県 倉重 まど華 小学校３年 東京都

林 龍一 中学校３年 鹿児島県 島田 輝瑠 小学校６年 宮崎県

田尻 一輝 中学校１年 群馬県 伊藤 秀策 小学校２年 東京都

島岡 宏輝 中学校３年 東京都 寺田 結音 小学校３年 神奈川県

箕田 高己 中学校２年 東京都 佐藤 恒希 小学校２年 新潟県

中島 波音 中学校３年 東京都 葉山 心温 小学校５年 京都府

佐久間 文音 中学校１年 東京都 野呂 桃世 小学校４年 北海道

髙橋 基 中学校１年 新潟県 水野 翼 小学校４年 栃木県

岩井 優樹 中学校２年 岐阜県 五十嵐 百音 小学校３年 新潟県

吉田 紗矢香 中学校２年 岐阜県 西村 彩花 小学校４年 滋賀県

津田 悠太 中学校２年 静岡県 梶尾 宝良 小学校４年 香川県

中 隆慶 小学校６年 滋賀県

中川 偉尊 中学校２年 滋賀県

堀井 紅葉 中学校１年 京都府

岡鼻 ひかる 中学校２年 兵庫県

立石 愛恵 中学校２年 広島県

佐藤 桜子 小学校５年 山口県

松永 拓己 中学校２年 長崎県

３級

４級

５級

６級

７級

８級
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添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（２）団体賞

（2-1）金賞

都道府県

愛知県

宮城県

愛知県

鹿児島県

群馬県

埼玉県

大阪府

兵庫県

山口県

青森県

青森県

岩手県

千葉県

長野県

愛知県

愛媛県

鹿児島県

埼玉県

京都府

京都府

東京都

茨城県

神奈川県

新潟県

長野県

京都市

熊本県

鹿児島県

沖縄県

熊本ゼミナール　本部

株式会社　昴

進学塾　ガウスアカデミー

株式会社　茨進

ミルクジョイ　キッズクリエイション　桜木町教室

公文式　今町教室

学研　大豆島教室

成基学園

南九州市立川辺中学校

星野学園小学校

京都市立大塚小学校

立命館小学校

多摩川小学校支援地域本部　スクールサポートたまがわ

大槌町立吉里吉里学園中学部

いすみ市立国吉中学校

大町市立仁科台中学校

刈谷市立依佐美中学校

今治市立北郷中学校

明星高等学校・中学校

雲雀丘学園中学校・高等学校

山口県立高森高等学校・高森みどり中学校

弘前大学教育学部附属中学校

八戸市立北稜中学校

聖ウルスラ学院英智高等学校

東邦高等学校

鳳凰高等学校

太田市立太田中学校・高等学校

淑徳与野中学校・高等学校

部門 学校・団体名

高等教育 愛知教育大学

小学校

公教育団体

一般団体

高等学校

中高一貫教育校

中学校
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添付資料 【個人情報につき、取扱注意】

（２）団体賞

（2-2）生涯学習功労賞（数学教育指導者など）

都道府県 学校・団体名 氏名

天羽 康

市延　邦夫

橋本　行洋

宮城県 聖ウルスラ学院英智高等学校 藤﨑　幸寛

蔡　賢治

宮田　賢二

平川　史子

佐々木　泰裕

加藤　禎大

松瀬　光

大江　伸吾

田中　英樹

村田　翔平

神之門　翔平

松本　亮祐

東中川　嘉郎

埼玉県 淑徳与野中学校・高等学校 矢吹　誠

大岩　久美

津田　豊

川村　隆憲

巴　勇樹

佐藤　友三

山口　哲史

吉川　素子

五十嵐　真理子

戸谷　潮

戸谷　綾

用　千鶴子

今村　佐知子

関　佳世子

村本　朝香

戸谷　章子

長野県 学研　大豆島教室 良川　明美

橋口　俊洋

小山　亮介

有村　良吾

宮園　佑一

濵田　慎也

藤田　喜久

瑞慶覧　朝久

瑞慶覧　桜

瑞慶覧　光枝

西江　菜月

加藤　梓

新垣　諒

新垣　佑里香

新垣　聖也

神里　優斗

沖縄県 進学塾　ガウスアカデミー

東京都 多摩川小学校支援地域本部　スクールサポートたまがわ

神奈川県 ミルクジョイ　キッズクリエイション　桜木町教室

鹿児島県 株式会社　昴

山口県 山口県立高森高等学校・高森みどり中学校

青森県 八戸市立北稜中学校

埼玉県 星野学園小学校

愛知県 愛知教育大学

愛知県 東邦高等学校

鹿児島県 鳳凰高等学校
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