
★段位クラス
選手名 教室名 学年 総合
椎井理恩 石戸珠算学園緑が丘教室 小５ 金賞
内山拓樹 石戸珠算学園緑が丘教室 小５ 銀賞
相川真緒 石戸珠算学園緑が丘教室 小６ 銀賞
山根陽香 石戸珠算学園緑が丘教室 小５ 銅賞
﨑間康皓 石戸珠算学園佐倉志津教室 中３ 銅賞
宮﨑愛弓 石戸珠算学園緑が丘教室 小２ 銅賞
尾林栞 石戸珠算学園佐倉志津教室 小６ 銅賞

★1級クラス
選手名 教室名 学年 総合
丸山想太 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 金賞
富岡哲洋 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銀賞
春名創太 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銀賞
中川幸翼 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銀賞
金玄珠 石戸珠算学園船橋塚田教室 小３ 銀賞
熊坂陸孝 石戸珠算学園緑が丘教室 小４ 銀賞
辻本桃吾 石戸珠算学園佐倉志津教室 小６ 銅賞
後藤真歩 石戸珠算学園み春野教室 小６ 銅賞
藤本真慧 石戸珠算学園佐倉志津教室 小５ 銅賞
河野晄輝 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞
服部百香 石戸珠算学園佐倉志津教室 小６ 銅賞
油橋航貴 石戸珠算学園佐倉志津教室 小５ 銅賞
井口優 石戸珠算学園佐倉志津教室 小４ 銅賞
照井永遠 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞
松浦啓悟 石戸珠算学園佐倉中央教室 小５ 銅賞
小川翔大 石戸珠算学園ゆりのき台教室 中１ 銅賞

★2級クラス
選手名 教室名 学年 総合
木南知紗 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 金賞
清水晴道 石戸珠算学園緑が丘教室 小４ 銀賞
橋本遼 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銀賞
金杉鈴音 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銀賞
石井颯人 石戸珠算学園佐倉志津教室 小４ 銀賞
髙橋智希 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銀賞
小田篤佳 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銅賞
宮寺夏生 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞
野村こゆは 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銅賞
和佐のの花 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銅賞
小林花夢 石戸珠算学園佐倉中央教室 小５ 銅賞
馬場悠輔 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銅賞
松下朋生 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銅賞
須賀南実 石戸珠算学園佐倉志津教室 小６ 銅賞
清水桃花 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銅賞
清水颯 石戸珠算学園佐倉志津教室 小４ 銅賞



★3級クラス
選手名 教室名 学年 総合
伴野天音 石戸珠算学園船橋塚田教室 小４ 金賞
清水文晴 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銀賞
池田壮吾 石戸珠算学園佐倉中央教室 小２ 銀賞
櫻田れい 石戸珠算学園佐倉志津教室 小３ 銀賞
土屋新之介 北習志野 小５ 銅賞
堀端佑太 石戸珠算学園船橋塚田教室 小２ 銅賞
金真珠 石戸珠算学園船橋塚田教室 小５ 銅賞
西川乃愛 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞

★4級クラス
選手名 教室名 学年 総合
坂原里奈 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 金賞
坂原佑依 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銀賞
尾形美結 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銀賞
髙山竜弦 石戸珠算学園み春野教室 小２ 銀賞
内山し乃 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小６ 銀賞
津久井慧 石戸珠算学園船橋塚田教室 小４ 銀賞
市原弘人 石戸珠算学園佐倉中央教室 小４ 銅賞
椎名優介 石戸珠算学園佐倉中央教室 小４ 銅賞
高砂和凜花 石戸珠算学園佐倉中央教室 小３ 銅賞
清水航 石戸珠算学園佐倉志津教室 小２ 銅賞
石﨑悠世 石戸珠算学園佐倉志津教室 小５ 銅賞
雑賀千夏 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銅賞
北島綾夏 石戸珠算学園み春野教室 小３ 銅賞
小川紗央 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銅賞
岩崎陽奈音 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞
山浦律子 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞

★5級クラス
選手名 教室名 学年 総合

東野さくら 石戸珠算学園船橋塚田教室 小１ 金賞
杉山志穂 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小２ 銀賞
太田祐希 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銀賞
菊地雅也 石戸珠算学園佐倉志津教室 小２ 銀賞
伊﨑悠真 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小３ 銀賞
川村美遥 石戸珠算学園佐倉志津教室 小３ 銀賞
石﨑礼真 石戸珠算学園佐倉志津教室 小２ 銅賞
花島理沙 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小４ 銅賞
小林奈央 石戸珠算学園み春野教室 小４ 銅賞
岩本陽太朗 石戸珠算学園船橋塚田教室 小３ 銅賞
武田莉奈 石戸珠算学園緑が丘教室 小３ 銅賞
奥山友翔 石戸珠算学園佐倉志津教室 小３ 銅賞
金真怡 石戸珠算学園船橋塚田教室 小２ 銅賞

★6級クラス
選手名 教室名 学年 総合
小林梨愛 石戸珠算学園緑が丘教室 小４ 金賞
井上晴善 石戸珠算学園緑が丘教室 小４ 銀賞
飯沼宗哉 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小３ 銀賞
阿部仁香 石戸珠算学園佐倉志津教室 小２ 銀賞
平澤智規 石戸珠算学園佐倉志津教室 小１ 銀賞
竹井海香 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小５ 銀賞
和佐ふた葉 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小２ 銅賞
田坂僚大 石戸珠算学園ゆりのき台教室 小３ 銅賞
堂園隆之佑 石戸珠算学園佐倉中央教室 小５ 銅賞
油橋律貴 石戸珠算学園佐倉志津教室 小１ 銅賞


