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塾内報 Star EXPRESS

№
令和元年８月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
8 25 日 全大阪オープン・チャレンジャーズ
26 月 夏休み
27 火 夏休み
28 水 夏休み 授業料引き落とし
29 木 夏休み
30 金 夏休み
31 土 夏休み
9 1
日
2
月
3
火 通信大会申込締切
4
水
5
木
6
金
暗算検定（通常授業あり）
7
土
特別練習５時～
8
日
9
月 授業料引き落とし予備日
10 火
11 水
12 木
13 金
14 土 段位申込締切 特別練習３時～
15 日 塾生ブロック大会
16 祝 敬老の日（授業休講）
17 火
18 水
19 木
20 金
能力検定申込締切 特別練習５時～
21 土
暗算チャンピオン大会申込締切
22 日
23 祝 秋分の日（授業休講）
24 火
25 水
26 木
27 金
28 土 i-test一斉実施
29 日
30 月 授業料引き落とし

特別練習の予定と対象者
８月24日（土） 午後５時～７時
○全大阪・チャレンジャーズ出場者のみ
９月７日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○塾生大会出場者
○９月i-test受験予定者
○通信大会出場者
９月14日（土） 午後３時～５時
○塾生大会出場者のみ
午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○塾生大会出場者
○９月i-test受験予定者
○通信大会出場者
○能力検定・段位試験受験者
９月21日（土） 午後５時～７時
○アドバンスト・チーム（A-team）
○９月i-test受験予定者
○通信大会出場者
○能力検定・段位試験受験者

９月i-test一斉実施
◎９月のi-test一斉実施は９月28日午前10時30
分からです。当日都合が悪い場合は９月中の他
の日に受験できます。i-testの練習をしている
生徒の皆さんに申込書を配布します。

９月７日暗算検定
◎10時30分試験開始で、試験時間は約20分で
す。お車でのお迎えは11時頃にお願いいたしま
す。通常授業はあります。

９月15日塾生大会について
会場は、枚方市立地域活性化支援センター
（｢輝きプラザきらら｣内）です。午前９時30分
開場、午前９時45分開会、午後１時15分終了予
定。参加者は現地集合です。駐車場には限りが

ありますのでご了承下さい。枚方市からバ
スもあります。見学できます。

10月27日能力検定・段位試験
受験希望者に申込書を配布しています。i
-testのかけ算レベル３、あるいは到達度レ
ベル３に入ると、３級受験が可能です。

10月13日通信大会について
場所…守口門真商工会館（京阪門真市駅）
時間…午前９時～午後１時
参加料…2000円 申込締切は９月３日
参加レベルに達している生徒の皆さんには
申込書を配布していきます。現地集合・現
地解散を基本とします。

金本愛夢（同３位）
岩成海（同３位）
佐野幹太（同７位） 藤江茉奈（同７位）
☆読上算
下川原空良（同２位） 山内美空（同10位）
☆読上暗算
金本愛夢（同２位） 金本大夢（同３位）
高山優（同３位）
山内美空（同８位）

令和元年度全日本大会
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あんざん種目別チャンピオン大会

アバカスフェスタ２０１９

９月までの暗算検定の合格級、またはi-t
estの認定済み級によって、出場する部門が
決まります。現地集合・現地解散となりま
す。
◎大会日時…１１月４日（月・振休）
２級以上４段以下の小学４年生以下と２
級未合格者…午前９時45分開始
２級以上の小学５年生以上と５段以上
…午後１時45分開始
◎場
所…大阪府立労働センター（京阪
電車天満橋駅から徒歩５分）
出場可能レベルに達した生徒の皆さんに申
込書を配布していきます。

【かけ算】
バンビ部門
１位 髙橋瞭斗 ２位 立川拓弥 ４位 藤江里奈
５位 西畑隆智 ７位 早野碧
８位 山本大貴
ジュニア部門
１位 西畑美伶 ２位 茅島陸斗 ３位 下川原空良
４位 深江萌黄 ５位 稲垣綜一郎 ８位 五味美優香
スクール部門
２位 森本一生 10位 藤江茉奈
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ３位 和泉初音 ５位 和泉琴音
８位 井上心結
【わり算】
バンビ部門
１位 髙橋瞭斗 ３位 立川拓弥 ５位 山本大貴
５位 早野碧
７位 藤江里奈 ８位 西畑隆智
ジュニア部門
１位 茅島陸斗 ２位 深江萌黄 ３位 下川原空良
４位 西畑美伶 ４位 稲垣綜一郎７位 五味美優香
スクール部門
３位 奥田花
４位 下川原沙希 ５位 早野蓮
８位 佐野幹太
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ２位 山内美空 ３位 和泉初音
９位 井上心結 10位 大上航正
【みとり算】
バンビ部門
１位 西畑隆智 ３位 藤江里奈 ４位 早野碧
４位 髙橋瞭斗 ６位 立川拓弥 ８位 山本大貴
ジュニア部門
１位 西畑美伶 ２位 茅島陸斗 ６位 五味美優香
スクール部門
４位 下川原沙希 ６位 森本一生 ７位 奥田花
９位 藤江茉奈
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ２位 和泉初音 ５位 大上航正
７位 和泉琴音 ９位 山内美空

全関西学生珠算大会結果
☆団体総合競技
学生の部…優勝（金本大夢・金本愛夢・
岩成海）
高学年の部…３位（井上楽耀・佐野幹太
・藤江茉奈）
低学年の部…３位（下川原空良・稲垣綜
一郎・髙橋瞭斗）
☆個人総合競技 学生の部
優勝 金本大夢
２位 金本愛夢
５位 岩成海
10位 山内美空
27位 和泉琴音
30位 井上心結
☆個人総合競技 高学年の部
９位 井上楽耀
14位 佐野幹太
15位 藤江茉奈
16位 高山優
18位 森本一生
☆個人総合競技 低学年の部
２位 下川原空良
６位 稲垣綜一郎
☆フラッシュ暗算
金本大夢（部門２位） 井上楽耀（同２位）

【かけ暗算】
バンビ部門
２位 立川拓弥 ３位 髙橋瞭斗 ４位 藤江里奈
４位 西畑隆智 ６位 山本大貴 ７位 早野碧
ジュニア部門
１位 茅島陸斗 ２位 稲垣綜一郎 ３位 下川原空良
４位 深江萌黄 ７位 西畑美伶
スクール部門
１位 佐野幹太 ４位 高山優 ４位 早野蓮
４位 奥田花 ４位 森本爽月 ４位 森本一生
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ２位 山内美空 ４位 大上航正
５位 和泉初音
【わり暗算】
バンビ部門
１位 髙橋瞭斗 ２位 立川拓弥 ３位 早野碧
４位 藤江里奈 ４位 山本大貴 ７位 西畑隆智
ジュニア部門
１位 西畑美伶 ２位 茅島陸斗 ３位 下川原空良
４位 深江萌黄 ６位 稲垣綜一郎
スクール部門
１位 佐野幹太 ３位 早野蓮 ４位 藤江茉奈
５位 奥田花 ６位 下川原沙希 ８位 森本一生
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ２位 山内美空 ６位 和泉琴音
６位 和泉初音 ６位 沼田輝 ６位 大上航正
【みとり暗算】
バンビ部門
１位 髙橋瞭斗 ２位 立川拓弥 ３位 藤江里奈
４位 西畑隆智 ７位 山本大貴 ８位 早野碧
ジュニア部門
１位 下川原空良 ３位 茅島陸斗 ４位 深江萌黄
９位 五味美優香
スクール部門
１位 藤江茉奈 ３位 佐野幹太 ４位 早野蓮
８位 下川原沙希
ジュニアハイスクール部門
１位 金本愛夢 ２位 山内美空 ５位 井上心結
５位 和泉初音 ８位 大上航正
【総合成績】
○小学２年生以下
１位 髙橋瞭斗 ２位 立川拓弥 ４位 藤江里奈
５位 西畑隆智 ６位 早野碧
８位 山本大貴
○小学３年生の部
１位 下川原空良 ３位 稲垣綜一郎
７位 沼田陽南乃 ９位 和泉絢音
○小学４年生の部
１位 茅島陸斗 ２位 西畑美伶 ３位 深江萌黄
７位 五味美優香
○小学５年生の部
５位 佐野幹太 ６位 下川原沙希 ７位 早野蓮
10位 高山優
○小学６年生の部

２位 奥田花 ４位 藤江茉奈 ５位 森本一生
７位 森本爽月
○中学生の部
１位 金本愛夢
２位 山内美空
５位 大上航正
６位 和泉初音
９位 和泉琴音

出席時間20時間以上の生徒
（８月20日までの１ヶ月・合宿含む）

久本和奏78 藤江茉奈78 脇野悠介74 奥田花
69 下川原空良64 下川原沙希63 西畑美伶61
森本一生61 茅島陸斗58 稲垣綜一郎50 井上
心結48 山内美空48 森本爽月48 佐野吟次朗
44 外間彩乃44 髙谷楓乃44 福原健太41 引
波花莉音41 橋本栞里40 岩成桃39 奥田秀哉
38 深江萌黄38 佐野幹太37 西畑隆智37 瀧
川航平36 藤江里奈36 髙津侑良35 伊丹琉太
35 早野蓮35 和泉琴音34 高山優34 木下俊
大33 髙橋瞭斗33 久原遥真33 金本三夢32
井上楽耀31 興田佳歩31 金本愛夢31 西井陽
31 和泉初音30 土橋茉白30 大上航正30 山
川翔太郎30 川﨑大樹29 立川拓弥29 澤田一
心29 早野碧29 山本大貴28 福原真央26 安
藤美遥26 久原逞26 岩成海25 判田翔汰朗24
江戸さくら23 朝日優月23 鈴木博久22 川﨑
柊花22 清水知愛22 佐野心春21 板橋葵彩21
梶晴真21 林真央21 市村有希菜20 大土井慧
賀20 加納百々華20 加納颯真20 小島天羽20
酒向柚希20 津﨑潤人20 長小田花歩20 山川
侑那20
（あと１時間だった皆さん）藤原純平 和泉絢音 金本
大夢 田中菜摘 西盛藍 森川颯仁 三島ゆり子

猛スピードばく進中
（初歩教材PERFECTを１ヶ月で20ページ以上進んだ
皆さん）加藤恵海62 中山心花57 五味風優香

53 黒木康平39 貝沼ゆめか38 大谷真穂32
満田祐也30 田中希海29 尾谷勇亮28 西井陽
28 立花梓28 小島天羽27 清水悠冴26 貝沼
朝飛25 奥田秀哉22 藤原瑛豊21 李美絵21
寺園光希21
（あと１ページだった生徒）土岐花作

フラッシュ暗算合格者
（８月20日までの１ヶ月間）

五段
初段
１級
２級
３級
４級

髙谷楓乃
藤江里奈
西畑隆智
久原遥真
野々村快生 大塚来遙
奥田秀哉 勢登翔一 瀧川侑輝

野

々村快生
５級 酒向柚希 奥田秀哉 野々村快生
６級 植田勘介 江戸孝輔 加納颯真 江戸さくら 奥田秀哉
７級 植田勘介 奥田秀哉
８級 貝沼ゆめか 武藤慎治 野木大雅 藤原純平 市村有希菜
９級 安藤美遥 貝沼そよか 貝沼ゆめか 武藤慎治 野木大雅
10級 藤﨑天夢 安藤美遥 貝沼そよか 貝沼ゆめか 奥田秀哉

北野玲衣
奥田秀哉

奥田秀哉

合宿終了
超大型台風１０号の接近により実施が危ぶまれた合宿でしたが、台風の影響を受けることも
なく、予定をすべて終了できました。参加者には実り多い３日間になったことと思います。
今までになかったことといえば、深夜練習でしょうか。
２日目の朝。朝食を終え、朝の練習開始時間になっても男子８名の姿が練習会場にありませ
ん。練習会場は１階で、男子たちの部屋はその真上の２階。耳を澄ますと、２階の足音がかす
かに聞こえます。２階にいることを確信して、あえて呼びにいかずに練習を開始しました。
10分ほど経った頃。２階から慌ただしい足音と声が聞こえてきました。誰かが気づいたので
しょう。「ヤバい！」「遅れてすみませんと声を合わせて言うんやぞ！」という班長の声が
…。
顔色を失った８名は、練習の区切りがつくまで廊下で待機です。
おまえが悪い、いやおまえの方が悪いと言い出すのかと思いきや、時間を勘違いしていたと
理由を述べる子どもたちは、時計係だけが悪いのではなく、班全員に責任があると言います。
なかなかのものなのです。
しかし、正直に謝れば済ませるというわけにもいかず、練習が減った分を就寝時間を練習に
充てて補うことにしました。
その夜。恒例の花火とお楽しみ会を終えた夜11時30分。約束通り、８名だけの深夜練習を挙
行しました。
イレギュラーな練習はイレギュラーな結果を生むことがあるようで、なんと８名中３名が最
高点を記録しました。陸上や水泳と同様、自己ベストを出すのはなかなか難しいものなのです
が、火事場の馬鹿力というのか何というのか。
合宿では２日目の就寝前、班ごとに部屋で記念撮影をします。それぞれの班で思い思いにポ
ーズを決めますが、この男子たちのポーズはこれでした。なかなか憎めない子どもたちなので
す。

