
【小学生未満】 【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 原田 芽依 1 石戸珠算学園 川村 真生 1 シリウススクール 大川 舞未
2 トビーそろばん教室 宮内　亮人 トビーそろばん教室 宮内　真歩 2 フィット速算そろばん教室 河野 知允永
3 石戸珠算学園 廣田 悠人 3 フルトそろばん 清水維吹 3 石戸珠算学園 高尾 佳恵
4 明光そろばん 伊豆山 健太郎 4 石戸珠算学園 池田 壮吾 4 第一ゼミ 寺内 愛奈
5 石戸珠算学園 小林 歩乃佳 石戸珠算学園 堀端 佑太 5 石戸珠算学園 原 怜汰
6 ワクムス 千田紬喜 6 石戸珠算学園 牧 遥馬 6 キッズブレイン 菅波 華奈
7 キッズブレイン 程 乙洋 7 フルトそろばん 髙橋信一 トビーそろばん教室 野口　陽大

脳鍛チャレンジ☆そろばん 西田凛空 8 フィット速算そろばん教室 迫 なつみ 8 まんてんスマイル 西條 大翔
9 石戸珠算学園 藤平 彩未 アバカス速算 岩元聡佑 9 石戸珠算学園 棧原 慶

10 石戸珠算学園 石井 温 10 フルトそろばん 島岡空輝 10 明光そろばん 山﨑 勝巳
11 石戸珠算学園 橋本 莉々菜 ワクムス 善才優生 石戸珠算学園 清水 文晴
12 石戸珠算学園 衣笠 貴博 12 石戸珠算学園 小野 紘毅 12 石戸珠算学園 光武 航平
13 ピコそろばんアカデミー 井口 慶 13 石戸珠算学園 田島 杏樹 13 石戸珠算学園 三田 実優華
14 フィット速算そろばん教室 外山 史瑛 14 石戸珠算学園 井上 美咲 TOPSそろばん教室 藤田　理玖
15 石戸珠算学園 宍戸 君実 15 石戸珠算学園 鈴木 心望 15 石戸珠算学園 美馬 拓海
16 石戸珠算学園 白田 優大 明光そろばん 数田 麻華 16 石戸珠算学園 海野 楓斗
17 石戸珠算学園 林 優里 ステップキッズ 清水　琉已 17 ゆめキララキッズスクール 長嶋 優花
18 石戸珠算学園 鶴田 空希 18 みにつくクラブ 小蔵 りおん 18 べるく・そろばん教室 山本 花怜

ゆめキララキッズスクール 鴇田 陸空 19 フルトそろばん 西村真優 いしど式速算義塾 用名 佑成
20 みにつくクラブ 石田 悠翔 20 ヘッズアップセミナー 髙木 琉生 20 石戸珠算学園 島垣 和真
21 石戸珠算学園 中島 佑 21 ひのき進学教室 前川 拓輝 シリウススクール 友利 航大
22 石戸珠算学園 古賀 省太 石戸珠算学園 米良 駿吾 石戸珠算学園 坂井 彩音
23 石戸珠算学園 折田 煌 23 小笠原珠算学園 折立 瑞希 みにつくクラブ 田村茉央
24 みかそろばん教室 髙根沢一輝 石戸珠算学園 望月 今日香 24 明光そろばん 山根 侑乃
25 まんてんスマイル 百瀬 佑叶 25 第一ゼミ 戸田 晶士 25 ワクムス 甲斐己祿
26 石戸珠算学園 時田 凌土 石戸珠算学園 山田 蓮 26 ゆびっこ 成川来美
27 まんてんスマイル 高橋 誠人 27 石戸珠算学園 藤原 奏 ステップキッズ 香田　　彩

脳鍛フルト☆そろばん 田井来樹 28 ワクムス 重松詩温 TOPSそろばん教室 山形　海翔
29 小笠原珠算学園 川越 新太 29 フィット速算そろばん教室 峯田 佳怜 29 ゆびっこ 計見玲百

石戸珠算学園 森岡 優 石戸珠算学園 川田 麻稟 30 ゆめキララキッズスクール 渡辺 涼太郎
明光そろばん 田村 優大
石戸珠算学園 安尾 美結

【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 永倉 綾乃 1 第一ゼミ 岡中 ななえ 1 第一ゼミ 清水 さあや
2 石戸珠算学園 井本 悠太 ゆめキララキッズスクール 荒川 空澄 2 明光そろばん 射場 美佳
3 アバカス速算 原悠真 3 石戸珠算学園 星野 七織 3 石戸珠算学園 高橋 紘哉
4 石戸珠算学園 下川 結愛 明光そろばん 三上 愛乃 4 明光そろばん 相澤 洋子
5 ひかり速算教室 五代　凛太 岩本珠算学園 谷渕天音 5 ひかり速算教室 後藤　那緒
6 石戸珠算学園 松元 美和 6 石戸珠算学園 加藤 達也 6 石戸珠算学園 池田 圭偉
7 石戸珠算学園 梶野 蒼真 キッズブレイン 宮本 菜月 ドリームキッズ 北岩　賢悟

石戸珠算学園 清水 晴道 岩本珠算学園 鷲見裕人 8 ステップキッズ 日廻　利優
ワクムス 山崎那奈 9 石戸珠算学園 渡邊 杏美 9 ｷｯｽﾞｶﾙﾁｬｰOZ 城谷利一

10 脳鍛フルト☆そろばん 志賀優大 明光そろばん 木村 紗楽 10 第一ゼミ 森岡 万緒
11 石戸珠算学園 野原 かえで 11 石戸珠算学園 佐藤 一葉 岩本珠算学園 板矢　凛

岩本珠算学園 伊藤あかり プリンス進学院 田中 大雅 キタン塾 只野　七海
13 石戸珠算学園 西濱 莉那 明光そろばん 宮野 眞慈 13 第一ゼミ 徳田 和奏
14 明光そろばん 保坂 光虹 石戸珠算学園 小林 彩奈 明光そろばん 冨山 環
15 石戸珠算学園 一ノ瀬 葉月 石戸珠算学園 辻 龍河 石戸珠算学園 澤里 和志
16 石戸珠算学園 深井 美結 岩本珠算学園 中西陽飛 石戸珠算学園 尾崎 楓

フィット速算そろばん教室 田中 美羽 ステップキッズ 勝山　薫 17 いしど式速算義塾 菅澤 空
石戸珠算学園 山本 のぞみ ワクムス 吉田紗希 小笠原珠算学園 西川 満優莉

19 いしど式速算義塾 加藤 恵大 19 石戸珠算学園 飯野 真春 キッズクラブ 久保田崇介
ひかり速算教室 川口　大貴 キタン塾 澁谷　那奈 20 石戸珠算学園 鈴木 双梛

21 石戸珠算学園 篠﨑 琉生 21 岩本珠算学園 中田結楽 石戸珠算学園 藤岡 泰勲
石戸珠算学園 陶山 大輝 キタン塾 浅井　優太 すまいるネット 前田脩瑛

23 まんてんスマイル 高橋 悠 ひかり速算教室 加藤　快 23 さくらキッズ 神谷夢
松下そろばん教室 西田　汐里 24 石戸珠算学園 石橋 遼平 24 石戸珠算学園 新井 花音

25 ライズそろばん教室 西村 音乃 ライズそろばん教室 加藤 桃歌 明光そろばん 三山 史華
アバカス速算 福島瑛二 いしど式速算義塾 原田 莉音 石戸珠算学園 境田 心煌
キタン塾 松本　珠侑 27 小笠原珠算学園 青木 菜々美 27 石戸珠算学園 梅澤 侑愛

28 明光そろばん 二宮 陽菜 28 べるく・そろばん教室 金子 由佳梨 石戸珠算学園 秋吉 祐宇
石戸珠算学園 伊藤 麻椰 石戸珠算学園 高塚 無限 小笠原珠算学園 米田 琢磨
清見そろばん塾 石原　匠 30 ゆめキララキッズスクール 佐藤 百華 30 ドリームキッズ 鈴木　大和
パチパチそろばん速算スクール 川間　咲妃 フィット速算そろばん教室 横道 瑛音
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【小学6年】 【中学1年】 【中学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 松本 明栄 1 うすい学園 大塚 清生 1 第一ゼミ 森岡 皆実
2 さくらキッズ 青木虹陽
3 サムクリエーション珠算学院 増元光佑
4 ゆめキララキッズスクール 渡辺 彩代里
5 キッズブレイン 関口 綾華

さくらキッズ 三隅孝将
7 石戸珠算学園 大澤 翔
8 みにつくクラブ 五月女 純奈
9 すくすくそろばん 塩満 豪泰

10 キッズクラブ 花香　祥大
11 ゆめキララキッズスクール 齋藤 陽
12 ラピカルそろばん教室 田巻 大翔
13 いしど式速算義塾 中山 勝太
14 石戸珠算学園 内藤 凌駕
15 フォルスそろばん教室 土屋 海羽
16 創優珠算学園 渡邊彩咲
17 石戸珠算学園 加藤 悠太
18 石戸珠算学園 加藤 遼

【中学3年以上】
順位 塾名 名前

1 フィット速算そろばん教室 外山 竜一
2 石戸珠算学園 菅井 美穂

アバカス速算 坂口一枝
4 石戸珠算学園 中山 薫
5 第一ゼミ 岡中 ななみ
6 キッズブレイン 金子 真弓
7 明光そろばん 新倉 紀子
8 チャレンジそろばん 牧口 鶴美
9 石戸珠算学園 青井 弥生

10 石戸珠算学園 津久井 亜樹
11 いしど式速算義塾 小門 弘幸
12 石戸珠算学園 岩田 美津子

アバカス速算 五穀ヒロミ
14 石戸珠算学園 梁瀬 和代
15 石戸珠算学園 林 真理奈
16 石戸珠算学園 鹿志村 裕美子
17 石戸珠算学園 小林 満江
18 IQそろばん　 井戸沼　友里
19 石戸珠算学園 森原 尚緒子
20 石戸珠算学園 清水 幸枝


