
【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

1 石戸珠算学園 藤井 煌大 1 石戸珠算学園 鷹取 優月
2 石戸珠算学園 島貫 夏帆 2 石戸珠算学園 若村 麻央

3 そろばん教室ブイシード 宮本 大嘉志
4 フルトそろばん 坂井亮仁
4 いしど式速算義塾 小野 滉介
6 石戸珠算学園 望月 亮周
7 石戸珠算学園 渡辺 美咲
8 石戸珠算学園 茂木 馨太郎
9 石戸珠算学園 吉田 虎之助

10 石戸珠算学園 山本 侑果
11 石戸珠算学園 小池 愛梨
12 フィット速算そろばん教室 串間 佑宇
13 石戸珠算学園 松原 和花
13 第一ゼミナール 西村 茅秋
15 石戸珠算学園 奥出 実怜
16 石戸珠算学園 蓮見 弘貴
17 小笠原珠算学園 竹内 凛太朗
18 ワクムス 髙﨑啓汰
19 フィット速算そろばん教室 齊藤 由珠
20 石戸珠算学園 三浦 尚人
21 石戸珠算学園 窪田 京子
22 いしど式速算義塾 末永 陽菜子
23 いしど式そろばん教室 佐藤 夕莉
24 石戸珠算学園 奥山 幹太
24 TOPSそろばん教室 前田　梨紗
26 石戸珠算学園 鈴木 龍星
26 きらめきっず速学くらぶ 廣瀬 太昊
28 ワクムス 角尾亮
29 石戸珠算学園 小笠原 唯菜
30 脳鍛チャレンジフルトそろばん 千葉安珠
30 いしど式そろばん教室 有我 紗良

【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 いしど式速算義塾 木村 柊也 1 石戸珠算学園 伴野 天音 1 シリウススクール 北岡 利久
2 チャレンジそろばん 萩尾 脩平 2 トビーそろばん教室 山崎　玲奈 2 ドリームキッズ 髙橋　花菜
3 石戸珠算学園 甘利 光麗 3 すくすくそろばん 森 結彩 3 石戸珠算学園 芳賀 りおん
4 石戸珠算学園 井上 栞 4 フィット速算そろばん教室 阪本 奏太 4 石戸珠算学園 松田 美里
4 石戸珠算学園 中野 友嘉 5 石戸珠算学園 石井 颯人 5 第一ゼミナール 西田 果歩
6 ドリームキッズ 新井　優太 6 小笠原珠算学園 山田 みくに 6 石戸珠算学園 首藤 洸樹
7 速算ブレイン成田 福島章斗 6 小笠原珠算学園 田川 陽菜 7 石戸珠算学園 佐藤 暁人
8 まんてんスマイル 北口 和臣 8 石戸珠算学園 石川 ひめ佳 8 石戸珠算学園 上田 倖生
9 明光そろばん 染野 透子 9 石戸珠算学園 三好 友鈴 8 石戸珠算学園 菅居 真歩

10 石戸珠算学園 小田 篤佳 10 石戸珠算学園 宍戸 君景 8 チャレンジそろばん 松吉 咲南
11 Fit速算塾 中　絢史 11 石戸珠算学園 山本 茉璃 8 チャレンジそろばん 富久 蒼士
12 石戸珠算学園 齋藤 有理 12 石戸珠算学園 松本 悠希 8 きらめきっず速学くらぶ 内梨 陽菜
13 石戸珠算学園 中山 碧 13 石戸珠算学園 大岡 瑠璃 13 石戸珠算学園 田口 大遥
13 いしど式速算義塾 鈴木 晃成 13 ひまわりこども教室 松吉巧馬 13 小笠原珠算学園 川村 真生
15 石戸珠算学園 吉田 竜翔 13 小笠原珠算学園 穴見 遙音 13 小笠原珠算学園 水落 叶翔
16 小笠原珠算学園 岡田 咲希 16 石戸珠算学園 大森 菜々香 16 ワクムス 小林優衣
17 石戸珠算学園 秋葉 結芽 16 すくすくそろばん 椎名 洸太 17 石戸珠算学園 増田 光梨
17 石戸珠算学園 沢口 薫乃 16 ピコそろばんアカデミー 板坂 幸 17 石戸珠算学園 石井 柊平
19 石戸珠算学園 塚田 夏帆 19 パチパチそろばん速算スク－ル 白橋　茉結 17 石戸珠算学園 與谷 直寛
19 石戸珠算学園 山口 碧奏 20 まんてんスマイル 原 和香奈 17 Fit速算塾 大庭愛美
19 ステップキッズ 梶川　　希 20 小笠原珠算学園 細井 雪菜 21 石戸珠算学園 大木 一真
22 まんてんスマイル 渡邉 美結 22 石戸珠算学園 兵庫 凌太 21 石戸珠算学園 宮澤 優花
23 石戸珠算学園 薮内 俊貴 23 石戸珠算学園 龍野 令 21 ワクムス 中島奏子
23 ワクムス 山本茉桜 23 石戸珠算学園 中江 瑞希 24 石戸珠算学園 和佐 のの花
25 石戸珠算学園 木下 緋乃 23 石戸珠算学園 清水 颯 24 石戸珠算学園 青木 汰紡
25 石戸珠算学園 入瀬 遼太 23 アバカス速算 岩元　陽南 26 ワクムス 入部颯哉
25 石戸珠算学園 福岡 夕芽 27 石戸珠算学園 西山 優雅 27 石戸珠算学園 車田 七海
28 石戸珠算学園 松本 隆之介 27 ゆびっこそろばん 久松七海 27 むぎ進学教室 浅沼 桃花
28 石戸珠算学園 深尾 慶 29 石戸珠算学園 真野 泰典 29 石戸珠算学園 大泉 美羽
28 石戸珠算学園 比嘉 隆宏 29 石戸珠算学園 佐藤 芽璃 29 松下そろばん教室 砂原　香萌
28 ワクムス 神田紗弥 29 アバカス速算 島岡　夏希

29 チャレンジそろばん 室園 葵衣
29 小笠原珠算学園 吉長 祇乃
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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 トビーそろばん教室 小笠原美海 1 明光そろばん 藤田 実優 1 石戸珠算学園 松本 拓士
2 石戸珠算学園 服部 百香 2 ピコそろばんアカデミー 津野熊 伶菜 2 石戸珠算学園 五島 莉里
3 ワクムス 片谷莉理 3 シリウススクール 平田 心春 3 むぎ進学教室 古橋 友孝
3 まんてんスマイル 塩原 叶望 4 石戸珠算学園 坂東 義治 4 むぎ進学教室 伊藤 鈴音奈
3 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 小泉 夢叶 5 石戸珠算学園 塩田 桃子 5 石戸珠算学園 髙橋 瑞希
6 石戸珠算学園 小川 さくら 5 石戸珠算学園 宮武 直毅 5 石戸珠算学園 佐々木 実紅
6 ゆびっこそろばん 今野椰々 5 そろばん教室宙★SORA 富田　珠実 7 石戸珠算学園 櫻井 拓実
6 トビーそろばん教室 穂坂　航 8 シリウススクール 飯田 楓 8 ゆびっこそろばん 川島寛大
9 清見そろばん塾 加藤優太 9 石戸珠算学園 山田 翔乃 8 清和珠算教室 萩原　萌衣

10 石戸珠算学園 森田 蒼士 10 ゆびっこそろばん 石川真胡 10 小笠原珠算学園 入山 翼
11 ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 伊藤　陸 11 石戸珠算学園 蒲谷 汐菜 11 石戸珠算学園 末成 敏行
12 ピコそろばんアカデミー 渡邉 紗矢 11 石戸珠算学園 植崎 愛來 12 石戸珠算学園 石井 智栄莉
13 石戸珠算学園 神谷 弥花 11 岩本珠算学園 下林栞奈 12 小笠原珠算学園 土屋 花音
14 パチパチそろばん速算スク－ル 森　佑貴 11 アバカス速算 藤野　湖晴 14 石戸珠算学園 吉野 真緒
15 石戸珠算学園 小笠原 由姫 11 アバカス速算 安井　彩夏 14 ステップキッズ 荒川　彩良
15 岩本珠算学園 中畑朱里 16 ひまわりこども教室 黒宮茉里 14 キッズカルチャーOZ 高橋あずさ
15 キタン塾 田中  杏奈 17 トビーそろばん教室 北島　紗英 14 まんてんスマイル 阿部 真千
15 ひかり速算教室 渡辺 晃樹 17 ラピカルそろばん教室 梅澤 竜弥 18 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 福留 成悟
15 ひまわりこども教室 松坂菜生 19 むぎ進学教室 佐野 結菜 19 石戸珠算学園 鈴木 桜子
20 石戸珠算学園 倉松 采奈 20 ドリームキッズ 内田苺那美 19 ラピカルそろばん教室 高橋 琴音
20 石戸珠算学園 金子 杏優 21 清和珠算教室 日下部夢叶 21 石戸珠算学園 村上 正華
20 まんてんスマイル 滝沢 真唯 22 石戸珠算学園 今井 友里愛 22 シリウススクール 伊橋 想
23 石戸珠算学園 山田 つかさ 22 石戸珠算学園 飯沼 絢花 23 石戸珠算学園 佐藤 仁暉
23 まんてんスマイル 谷口 碧 22 石戸珠算学園 澤田 優奈 23 石戸珠算学園 松浦 杏珠
25 松下そろばん教室 中畑　勇人 25 石戸珠算学園 廣瀨 拓真 25 石戸珠算学園 腰塚 彩月
25 アバカス速算 碓氷　陸人 26 石戸珠算学園 小西 未祐 26 石戸珠算学園 植崎 未來
27 石戸珠算学園 中村 朔太郎 27 石戸珠算学園 鈴木 こころ 26 石戸珠算学園 許 美月
27 石戸珠算学園 石川 創大 27 清見そろばん塾 中屋天心 26 石戸珠算学園 森 琥太郎
27 岩本珠算学園 木戸脇那奈 29 サクセスそろばんクラブ 矢後乃依子 26 石戸珠算学園 今泉 夏葵
27 キッズカルチャーOZ 高田菜未 30 石戸珠算学園 上川 沙羅 30 石戸珠算学園 栗原 直希

30 石戸珠算学園 中村 紘太郎 30 チャレンジそろばん 日野 顕輔
30 清和珠算教室 山﨑　美月

【中学３年以上】
順位 塾名 名前

1 石戸珠算学園 竹下 愛美
2 石戸珠算学園 迫 美孔
3 みにつくクラブ 小倉 大空
4 石戸珠算学園 小坂 剛司
5 石戸珠算学園 手塚 紀子
6 興学社学園 袴田 佳寿真
7 みにつくクラブ 石田 愛徠
8 石戸珠算学園 山田 光子
9 石戸珠算学園 金好 琉希

10 石戸珠算学園 横山 秀悟
11 みにつくクラブ 早川 珠叶
12 石戸珠算学園 山本 菜々実
13 石戸珠算学園 川崎 珠華
14 石戸珠算学園 西堀 茅乃
15 ステップキッズ 川瀬　徹真
16 石戸珠算学園 八田 楓
17 石戸珠算学園 石井 千智
17 松下そろばん教室 竹本　千鶴
17 ゆびっこそろばん 髙橋　遼
17 速算教室弾･DAN 西條 雄大
21 みにつくクラブ 加藤 玲也
22 みにつくクラブ 関根 那月
23 興学社学園 安田 克海
24 石戸珠算学園 岩松 怜奈
25 石戸珠算学園 富田 恵子
26 石戸珠算学園 福井 誠梧
26 みにつくクラブ 田子 美紗音
28 みにつくクラブ 前田 泰我
29 石戸珠算学園 中島 由美子
30 石戸珠算学園 廣瀨 麻奈
30 石戸珠算学園 阿蘇 紀子


