
【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 鈴木 宥凜 1 小笠原珠算学園 小嶋 恒輝 1 小笠原珠算学園 渡邊 夏鈴
2 フィット速算そろばん教室 米良 有生 2 速算ブレイン成田 福島章斗 2 石戸珠算学園 磯山 弘樹
3 石戸珠算学園 小笠原 唯菜 3 キッズブレインそろばん教室 野本 陽生 立志速算教室 川合彩廉
4 石戸珠算学園 奥出 実怜 4 ワクムス 岡本槙宏 4 石戸珠算学園 三好 友鈴
4 石戸珠算学園 渡辺 美咲 5 むぎ進学教室 内山　遥 石戸珠算学園 熊坂 陸孝
6 石戸珠算学園 南 絵理香 石戸珠算学園 秋井 美南 6 ライズそろばん教室 岡部 駿
7 石戸珠算学園 川原 賢大 7 ﾁｬﾚﾝｼﾞそろばん 萩尾脩平 7 石戸珠算学園 逸見 優心
8 石戸珠算学園 茂木 馨太郎 8 石戸珠算学園 深尾 慶 8 いずみ速算そろばん教室 傳田　晴登
9 ワクムス 髙﨑啓汰 9 まんてんスマイル 北口 和臣 9 いしど式速算義塾 木村 夏澄
9 石戸珠算学園 松原 和花 石戸珠算学園 木南 知紗 10 石戸珠算学園 大野 祐奈

11 いしど式速算義塾 末永 陽菜子 11 石戸珠算学園 鶴田 美優 11 石戸珠算学園 西田 篤生
12 石戸珠算学園 蓮見 弘貴 12 石戸珠算学園 丸山 想太 12 石戸珠算学園 井口 優
13 石戸珠算学園 鎌田 虎太郎 13 石戸珠算学園 藤平大輝 13 パチパチそろばん速算スクール 上田　朋佳
14 石戸珠算学園 望月 亮周 14 石戸珠算学園 田中 友理 14 石戸珠算学園 大岡 瑠璃
15 脳鍛チャレンジそろばん 高木清尊 15 石戸珠算学園 中島翠 15 石戸珠算学園 冨岡 千莉
16 石戸珠算学園 窪田 京子 16 よったまい珠算教室 鈴木　碧 ひのき進学教室 真田 英治

17 石戸珠算学園 南 瑛仁 17 アバカス速算 谷田雅彩
18 石戸珠算学園 髙津 さくら 石戸珠算学園 伊藤 瑠以
19 石戸珠算学園 高 楊 19 石戸珠算学園 佐藤 ほのか
20 石戸珠算学園 齋藤 有理 20 ゆめキララキッズスクール 花野 佑樹
21 石戸珠算学園 松下 朋生 ワクムス 高山心遙
22 きらめキッズ速学くらぶ 星野 那緒 22 石戸珠算学園 小暮 麻那
23 石戸珠算学園 原田 健成 えがおくらぶ 岬本　斗麻
24 石戸珠算学園 広瀬 綾乃 キッズブレインそろばん教室 河原 奈鶴恵

石戸珠算学園 宮原 芽 25 そろばん教室ブイシード 南 龍介
26 石戸珠算学園 沢口 薫乃 26 ワクムス 樽居永遠
27 ﾁｬﾚﾝｼﾞそろばん 室園葵衣 27 石戸珠算学園 真野 泰典

ワクムス 大谷理人 みにつくクラブ 小倉 大空
29 石戸珠算学園 上野 知哉 29 フィット速算そろばん教室 齊藤 未由

石戸珠算学園 佐藤 柚月 30 石戸珠算学園 板場 麗亜
みかそろばん教室 畑埜晃生

【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 長谷川 瑠衣 1 むぎ進学教室 大畑 香子 1 トビーそろばん教室 佐藤　瀬南
2 石戸珠算学園 加瀬 美咲 岩本珠算学園 取替咲歩 2 石戸珠算学園 早﨑亮

オレンジノート速算教室 大出　穂希 3 キッズブレインそろばん教室 野口 琉成 3 脳鍛フルトそろばん 坂井里緒
4 石戸珠算学園 笹倉 安奈 4 フィット速算そろばん教室 齊藤 由真 4 そろばん教室宙★SORA 榊原　悠太
5 ゆめキララキッズスクール 中野 心花 5 岩本珠算学園 中畑朱里 5 石戸珠算学園 刑部 真央
6 石戸珠算学園 松坂 妃栞 6 トビーそろばん教室 田中　菜緒 いずみ速算そろばん教室 宮原真優

ピコそろばんアカデミー 久保田悠吾 7 石戸珠算学園 宮崎 煌也 7 ステップキッズ 田上　あづみ
8 シリウススクール 芳賀 煌翔 ピコそろばんアカデミー 小田翔太 8 そろばん教室宙★SORA 富田　珠実

原田塾 安藤大葵 9 石戸珠算学園 髙橋 優輝 9 いしど式速算義塾 山北 康介
10 石戸珠算学園 高島 紗雪 10 石戸珠算学園 中島 望明 石戸珠算学園 天野 のあ

ピコそろばんアカデミー 小田春菜 11 石戸珠算学園 森田 優奈 11 シリウススクール 助川 優衣
ワクムス 江口心花 12 岩本珠算学園 山下詩音美 ひまわりこども教室 黒川友歌

13 IQそろばん教室 神戸　爽 13 小笠原珠算学園 髙井 晟七 むぎ進学教室 櫻井　一稀
石戸珠算学園 谷口 祥梧 岩本珠算学園 古瀬倖望 むぎ進学教室 大澤 里華
ピコそろばんアカデミー 藤原知也 松下そろばん教室 野村　つかさ 15 石戸珠算学園 鵜野 ふうか
ワクムス 川畑莉代 16 石戸珠算学園 中谷 希咲 石戸珠算学園 佐々木 柚希

17 いずみ速算そろばん教室 木村　友哉 むぎ進学教室 小楠　凜優 17 石戸珠算学園 山田 珠結
18 ワクムス 壇辻瑠里 18 キッズクラブ 松野　夢羽 サムクリエーション珠算学院 吉嶺　賢飛
19 ゆめキララキッズスクール 福田 煌乃 岩本珠算学園 木戸脇那奈 19 すまいるネット 孝治　煌斗
20 石戸珠算学園 小川 晴生 20 石戸珠算学園 森田 蒼士 20 石戸珠算学園 柴田 真奈
21 石戸珠算学園 飯沼 澄麗 石戸珠算学園 脇山 理栄 速算教室弾DAN 山田　尚輝
22 むぎ進学教室 阿形　望生 清見そろばん塾 新井晴月 22 アバカス速算 西谷和真
23 石戸珠算学園 鶴岡 来望 23 石戸珠算学園 加藤 七海 23 石戸珠算学園 齊 詩音

石戸珠算学園 橋本 浩輔 ゆめキララキッズスクール 小泉 夢叶 24 ひかり速算教室 朝比奈　大輝
パチパチそろばん速算スクール 飯森　羽奏 ワクムス 石山瑛紀 25 石戸珠算学園 岡野 力久

26 石戸珠算学園 伊藤 快維 26 石戸珠算学園 菊地 由梨香 石戸珠算学園 正野 巧磨
27 石戸珠算学園 今井 乃愛 石戸珠算学園 小川 さくら むぎ進学教室 伊藤 光一
28 石戸珠算学園 髙橋 駿希 いずみ速算そろばん教室 林柚仁 28 石戸珠算学園 井口 聖大
29 Fit速算塾 朝倉一汰 29 石戸珠算学園 松元 悠煌 29 石戸珠算学園 白井 奈菜

石戸珠算学園 清宮凛太郎 石戸珠算学園 小野田 優奈 速算ブレイン成田 三枝梨乃
石戸珠算学園 中島 啓介 立志速算教室 鷲見彩羽
石戸珠算学園 竹原 顕威
ピコそろばんアカデミー 吉本めい
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【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 ゆめキララキッズスクール 西村 茉優 1 ゆめキララキッズスクール 植木 嵩祐 1 石戸珠算学園 下田 瑛子
2 むぎ進学教室 鈴木 悠月 2 石戸珠算学園 大場 理衣美 2 石戸珠算学園 平塚 真紀子

立志速算教室 長谷川梨紗 3 速算教室弾DAN 西條　雄大 3 石戸珠算学園 清水 来美
4 むぎ進学教室 小杉 茉乃亜 4 TOPSそろばん教室 平田　愛里彩 4 みかそろばん教室 伊藤雅子
5 むぎ進学教室 伊藤 鈴音奈 5 石戸珠算学園 朝日 優 5 パチパチそろばん速算スクール 平野　美佳

むぎ進学教室 市川 空奈 6 小笠原珠算学園 山本 彩 6 ステップキッズ 松山　万里子
7 石戸珠算学園 鈴木 瑞平 7 フォルスそろばん教室 ルバード リリア
8 ピコそろばんアカデミー 李ジョンファン 8 石戸珠算学園 池端 麦

速算教室弾DAN 諏訪　慎悟 9 石戸珠算学園 田窪 一冴
10 速算教室弾DAN 前田　菜々海 10 まんてんスマイル 百瀬 公多朗
11 むぎ進学教室 大澤 佳歩 11 石戸珠算学園 湯浅 颯己
12 ワクムス 岡明誠
13 立志速算教室 福田梓
14 ひまわりこども教室 水引拓歩
15 石戸珠算学園 中村 拓真
16 石戸珠算学園 吉川 真愛
17 IQそろばん教室 小西　晴輝

IQそろばん教室 太田　美和
19 石戸珠算学園 村上 正華
20 石戸珠算学園 武井 陶子

石戸珠算学園 小川 陽由
22 石戸珠算学園 加田 雅人
23 むぎ進学教室 高橋 玲子
24 サムクリエーション珠算学院 竹田　美南
25 ライズそろばん教室 菊池 亮斗

石戸珠算学園 木村 朝陽
石戸珠算学園 鍬 柚葉

28 石戸珠算学園 玉井 陽貴
創優珠算学園 小原　歩

30 ステップキッズ 川合　優希
石戸珠算学園 山本 亜莉紗


