
【幼稚園】 【小学1年】 【小学2年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 石戸珠算学園 木村 花凛 1 ドリームキッズ 新井優太 1 いずみ速算そろばん教室 平林かこ 
2 石戸珠算学園 若村 麻央 2 ステップキッズ 槇田　早希 2 石戸珠算学園 和田桃果
3 石戸珠算学園 八木沢 美輝 3 石戸珠算学園 鈴木杏子 3 石戸珠算学園 松坂 瞳璃
4 フィット速算そろばん教室 齊藤 由珠 4 石戸珠算学園 藤田 清志郎 ゆびっこそろばん教室 久松七海
5 フィット速算そろばん教室 串間 佑宇 5 石戸珠算学園 岩岡 柑奈 5 えがおくらぶ 清武　大地

立志速算教室 星美羽 トビーそろばん教室 名倉　友禅 6 石戸珠算学園 松本 悠希
7 石戸珠算学園 大久保 彰人 7 石戸珠算学園 松本 紗良 キタン塾 山口　陽菜乃
8 脳鍛フルトそろばん 坂井亮仁 8 石戸珠算学園 川添 翔 8 ピコそろばんアカデミー 代居瑞菜
9 ワクムス 小松晃大 9 石戸珠算学園 鈴木 龍二 9 立志速算教室 鷲見澪

10 石戸珠算学園 村上 佑奈 10 フォルスそろばん教室 二松 知生 10 石戸珠算学園 中江 瑞希
いしど式速算義塾 西村 隆汰 11 石戸珠算学園 大泉 直太郎 ヘッズアップセミナー 森 彩華

12 石戸珠算学園 島貫 夏帆 12 石戸珠算学園 田中 咲愛 脳鍛チャレンジそろばん 清水琉聖
13 石戸珠算学園 山﨑 奏 13 石戸珠算学園 千種 佳帆 13 ドリームキッズ 髙田春陽
14 石戸珠算学園 山口 亨 14 石戸珠算学園 白 知勛 パチパチそろばん速算スクール 白橋　茉結

小笠原珠算学園 中村 拓 石戸珠算学園 相川 美緒 15 石戸珠算学園 西山 優雅
16 脳鍛チャレンジそろばん 吉田旺生 フィット速算そろばん教室 端迫 義也 16 石戸珠算学園 西 凛乃
17 石戸珠算学園 花上 誠悟 17 いずみ速算そろばん教室 藤本大輔 石戸珠算学園 澤本 佳紀

石戸珠算学園 古谷 翼 フィット速算そろばん教室 新福 七都 18 ワクムス 安田桜子
19 石戸珠算学園 山本 侑果 19 いずみ速算そろばん教室 井上由結 19 いしど式速算義塾 水戸部 鈴夏
20 ワクムス 木村莉子 第一ゼミパシード 鳴神 愛 ステップキッズ 千葉　泰誠
21 石戸珠算学園 友廣 澪 20 むぎ進学教室 神田　悠成 フィット速算そろばん教室 阪本 奏太
22 石戸珠算学園 佐藤 愛莉 21 速算ブレイン成田 平山晋大 22 キッズブレインそろばん教室 髙島 菜生
23 TOPSそろばん教室 前田　梨紗 22 石戸珠算学園 安部 有 23 ステップキッズ 多賀　太洋
24 ピコそろばんアカデミー 代居詩織 23 えがおくらぶ 満生　和奏 フィット速算そろばん教室 串間 比路

ライズそろばん教室 髙木 麟大 24 石戸珠算学園 甘利 光麗 25 Fit速算塾 小山理紗
26 アバカス速算 藤本恵久 さくらキッズ 芝田 紳悟 26 石戸珠算学園 清水 桃花
27 キッズくらぶ 李 津橦 ワクムス 山本茉桜 小笠原珠算学園 山田 みくに
28 石戸珠算学園 石井 詩葉 27 アバカス速算 山田千聖 28 ゆびっこそろばん教室 岩田晴ｼﾞｪｲｸ

石戸珠算学園 中尾根 誠 29 ゆめキララキッズスクール 鈴木 麻綾
ステップキッズ 寺岡　暖人 立志速算教室 山本美乃
まんてんスマイル 百瀬 紗雪

【小学3年】 【小学4年】 【小学5年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 石戸珠算学園 劉 羽桐 1 小笠原珠算学園 川村 悠生 1 明光そろばん 新井 悠也
2 ヘッズアップセミナー 小笠原 璃乃 2 明光そろばん 齊藤 弘務 2 石戸珠算学園 居嶋 美心
3 明光そろばん 堀口 萌音 3 石戸珠算学園 佐藤 頼 3 ライズそろばん教室 柳沢 七菜
4 石戸珠算学園 菅居 真歩 ワクムス 杉本拓真 4 明光そろばん 藤田 実優

石戸珠算学園 松田 紘武 岩本珠算学園 二村凌駕 5 岩本珠算学園 石黒結子
石戸珠算学園 車田 七海 6 いずみ速算そろばん教室 高橋 一愛 6 ひまわりこども教室 藤木美愛

7 ひかり速算教室 角田　怜大 7 ワクムス 細野湊真 7 シリウススクール 飯田 楓
8 岩本珠算学園 阿部りな 8 ワクムス 百地芽唯 8 あきしんそろばん教室 福田 彩智
9 ライズそろばん教室 大塚 歩弓 9 石戸珠算学園 梅北 真一 ゆめキララキッズスクール 山井 柚輝

10 石戸珠算学園 和田 真子 10 石戸珠算学園 間々田 志苑 10 清見そろばん塾 松林粋人
キタン塾 加藤　大暉 キッズクラブ 長嶋　碩人 11 石戸珠算学園 山田 拓磨
ヘッズアップセミナー 佐藤 圭珠 ワクムス 鶴田愛奈 12 速算教室弾DAN 小山　明希
ワクムス 巽駿弥 13 石戸珠算学園 日暮 涼玖 13 岩本珠算学園 中西優綺

14 いずみ速算そろばん教室 唐澤勇樹 脳鍛チャレンジそろばん 川本藍 石戸珠算学園 富田 侑那
トビーそろばん教室 田中　成瀬 15 石戸珠算学園 徳野 龍平 石戸珠算学園 柳瀬 有沙

16 石戸珠算学園 岸本 悠太 16 いしど式速算義塾 山田 恭佑 16 小笠原珠算学園 石黒 柚凪
17 えがおくらぶ 矢野　歩 立志速算教室 前田南菜 17 石戸珠算学園 伊藤 瞭良
18 ひのき進学教室 眞榮平 奏海 18 いずみ速算そろばん教室 平澤桃香 18 石戸珠算学園 田中 裕斗
19 石戸珠算学園 玉井 千尋 いずみ速算そろばん教室 福島彩里 石戸珠算学園 三浦 大和

フィット速算そろばん教室 平野 莉子 石戸珠算学園 佐伯 滉太 キッズブレインそろばん教室 山下 璃乃
21 石戸珠算学園 山上 洋樹 19 石戸珠算学園 菊地 花菜 石戸珠算学園 伊藤 瑠那

石戸珠算学園 武内 健吾 ゆめキララキッズスクール 長谷川 優 22 ゆめキララキッズスクール 林田 和華
石戸珠算学園 伊藤 暖 21 石戸珠算学園 夏 詩瞳 23 脳鍛フルトそろばん 堺万里子
えがおくらぶ 清武　綾乃 小笠原珠算学園 尾﨑 旬 石戸珠算学園 大槻 彩圭

25 石戸珠算学園 足立 空芽 岩本珠算学園 川上凜子 25 岩本珠算学園 猿渡琉規
そろばん教室宙★SORA 関 音比古 24 さくらキッズ 野村 美羽 26 そろばん教室ブイシード 梶 裕翔

27 岩本珠算学園 藤白絢子 岩本珠算学園 岩本琉雅 脳鍛フルトそろばん 下間萌音
脳鍛チャレンジそろばん 森内笙 26 IQそろばん教室 大井　聖也 28 岩本珠算学園 杉田百合菜

29 小笠原珠算学園 中村 翔 石戸珠算学園 熊倉 桜太 29 ピコそろばんアカデミー 安田悠亮
明光そろばん 遠藤 彩織 石戸珠算学園 宮原 将希 ワクムス 水野日向子
岩本珠算学園 及川莉央 脳鍛フルトそろばん 谷本翔
速算ブレイン成田 児玉陽 30 石戸珠算学園 後藤田 詩織
立志速算教室 松采美 岩本珠算学園 藤本由奈

岩本珠算学園 吉本大良
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そろばんコンクールランキング【Dクラス・各学年ベスト30】2017.02
【小学6年】 【中学1年】 【中学3年以上】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 ひかり速算教室 高橋　雄真 1 プリンス進学院そろばん教室 安田 克海 1 石戸珠算学園 角田 政善
小笠原珠算学園 宮下 夏生 2 小笠原珠算学園 重藤 栞里 2 石戸珠算学園 海﨑 加寿代

3 トビーそろばん教室 野口　結衣 3 石戸珠算学園 大木　陸人 3 石戸珠算学園 中本 充
4 パチパチそろばん速算スクール 森　菜々子 4 プリンス進学院そろばん教室 櫻井 将也
5 メグリア豊田 曽我 龍之介 【中学2年】 5 石戸珠算学園 松村 秀美
6 明光そろばん 石井 航 順位 塾名 名前 6 キッズブレインそろばん教室 山下 郁代
7 そろばん教室宙★SORA 関　こと音 1 石戸珠算学園 沼澤 大樹 7 石戸珠算学園 北爪 久子
8 そろばん教室宙★SORA 鈴木愛唯 2 石戸珠算学園 川越 ひかり 8 石戸珠算学園 口村 志都美
9 ゆめキララキッズスクール 金鋪 奈那美 3 石戸珠算学園 川瀬 冬渚 9 石戸珠算学園 友田 洋子

10 脳鍛フルトそろばん 伊藤蓮 10 いしど式速算義塾 南 光江
11 ステップキッズ 岡本　彩希 11 サムクリエーション珠算学院 大隅　春香
12 むぎ進学教室 朝比奈 柊 12 石戸珠算学園 藤田 亮輔
13 ゆめキララキッズスクール 吉本 雅 13 石戸珠算学園 板垣 佳秀
14 岩本珠算学園 安藤瑶起 14 キッズカルチャーOZ 佐伯　三智代
15 サムクリエーション珠算学院 大熊　健介 15 トビーそろばん教室 大久保有美
16 ライズそろばん教室 石井 大翔 16 ひのき進学教室 小宮 るみ子
17 むぎ進学教室 須藤　光貴 17 サムクリエーション珠算学院 大隅　友子

まんてんスマイル 木村 遼季 18 そろばん教室宙★SORA 町田明美
石戸珠算学園 麻生 峻岐 19 石戸珠算学園 上野　知子　

20 石戸珠算学園 守屋 和輝
21 石戸珠算学園 村田 瑛海
22 石戸珠算学園 小林 真大
23 みにつくクラブ 川口 晴生
24 キッズくらぶ 飯泉 健一
25 クレドそろばん速算教室 高瀬 桧依
26 石戸珠算学園 ADITYA SENTHIL

27 プリンス進学院そろばん教室 永山 貴美
28 IQそろばん教室 金髙　隆翔


