
【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 石井 慎人 1 石戸珠算学園 大田 結愛 1 フィット速算そろばん教室 押川 未來
1 ワクムス 橋爪舞 2 トビーそろばん教室 松藤　優人 2 石戸珠算学園 服部 聡太
3 石戸珠算学園 柳谷 皓成 3 石戸珠算学園 一宮 維寿 3 石戸珠算学園 石坂 香茉
3 るき珠算教室 北原 瑠乃 4 トビーそろばん教室 近藤　理人 4 石戸珠算学園 西田 大仁
5 キッズブレインそろばん教室 王 明希 5 小笠原珠算学園 川越 新太 4 ワクムス 大島快斗
6 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 山下 紅子 6 ワクムス 清水新大 4 ワクムス 安積勇作
7 みかそろばん教室 髙根沢一輝 7 石戸珠算学園 荒井 佑香 7 石戸珠算学園 山田 蓮
8 石戸珠算学園 松本 周 8 石戸珠算学園 神戸 優晴 8 石戸珠算学園 菊地 雅也
9 石戸珠算学園 仲俣 楓 9 石戸珠算学園 安田 千愛 9 石戸珠算学園 西本 英司

10 脳鍛チャレンジフルトそろばん 田井来樹 10 石戸珠算学園 加塩 涼 9 石戸珠算学園 竹澤 悠生
11 石戸珠算学園 永井 瑠夏 11 石戸珠算学園 北村 美樹 9 ワクムス 柳澤結那
12 ステップキッズ 信宗　泉美 11 石戸珠算学園 永井 海羽 12 シリウススクール 宮内 瑠威
13 ライズそろばん教室 佐々木 愛瑠 11 トビーそろばん教室 出宮胡桃実 12 フォルスそろばん教室 斉藤 綾乃
14 石戸珠算学園 福岡 華奈 14 石戸珠算学園 田淵 真彩 14 ピコそろばんアカデミー 代居 詩織
15 ライズそろばん教室 船本 阿衣 14 石戸珠算学園 鈴木 大翔 15 石戸珠算学園 豊嶋 秀輔

14 石戸珠算学園 岸和田 玲菜 15 すくすくそろばん 小椋 日菜乃
17 ワクムス 山崎真央 17 石戸珠算学園 十時 遼平
18 石戸珠算学園 島田 理央 18 石戸珠算学園 宮田 歩
18 ピコそろばんアカデミー 藤井 慶司 19 キッズブレインそろばん教室 岩田 傑平
20 石戸珠算学園 田中 莉緒 19 ライズそろばん教室 大越 一菜子
21 石戸珠算学園 平澤 智規 21 石戸珠算学園 中川 智夏子
21 速算ブレイン成田 両角煌 21 ピコそろばんアカデミー 流尾 紗都子
23 石戸珠算学園 時田 凌土 21 ワクムス 長田虎太郎
23 石戸珠算学園 東野 さくら 21 いしど式速算義塾 伊藤 洋輝
23 脳鍛チャレンジフルトそろばん 井ノ上青佑 21 明光そろばん 安東 才輝
26 石戸珠算学園 矢野 朱香 26 脳鍛チャレンジフルトそろばん 高木清尊
27 石戸珠算学園 中島 蘭 27 石戸珠算学園 田村 平丞
28 石戸珠算学園 関口 愛弓 27 むぎ進学教室 安里 美玲
29 石戸珠算学園 山田 滉太 27 小笠原珠算学園 田川 菜摘
30 石戸珠算学園 藤巻 愛麻 27 ヘッズアップセミナー 髙木 琉生
30 石戸珠算学園 藤岡 愛莉

【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 渡辺 雄介 1 石戸珠算学園 坂原 佑依 1 石戸珠算学園 坂原 里奈
1 パチパチそろばん速算スク－ル 小林　大起 2 石戸珠算学園 小林 梨愛 1 夢限珠算塾 朝稲 太一
1 いしど式速算義塾 小川 梨真 2 トビーそろばん教室 鶴　桃佳 3 石戸珠算学園 藤﨑 詩桜
4 ワクムス 山田朱莉 4 石戸珠算学園 児嶋 ひなた 4 脳鍛チャレンジフルトそろばん 松田悠杜
4 第一ゼミナール 垪和 潤未 5 ピコそろばんアカデミー 下立 杏奈 5 石戸珠算学園 三木 陽菜子
6 石戸珠算学園 姜 侍延 5 そろばん教室ブイシード 畠山 虎丸 6 第一ゼミナール 久保 照子
6 石戸珠算学園 古見 英叶 7 興学社学園 金子 蓮 7 いしど式速算義塾 宮崎 仁志
8 石戸珠算学園 鈴木 菜々花 8 第一ゼミナール 橋本 弥昊 8 石戸珠算学園 秦 奈々美
9 松下そろばん教室 町　宥奈 9 石戸珠算学園 一原 歩 8 夢限珠算塾 齋藤 駿
9 石戸珠算学園 名倉 俊 10 そろばん教室ブイシード 巽 明日香 10 Fit速算塾 矢部楓人

11 石戸珠算学園 三浦 佳音 11 Fit速算塾 片岡侑樹 11 ピコそろばんアカデミー 井上 羽遥
11 ドリームキッズ 武田　凌輔 12 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 根本 珠来 12 小笠原珠算学園 沢辺 結菜
11 第一ゼミナール 北原 優衣 13 脳鍛チャレンジフルトそろばん 寺澤琉生 13 岩本珠算学園 二村帆南
14 石戸珠算学園 川村 美遥 14 石戸珠算学園 冨永 友惠 13 スラスラそろばん 武田 侑子
15 第一ゼミナール 常盤 悠心 14 清見そろばん塾 宮ノ腰千颯 15 Fit速算塾 亀口夏凛
16 スラスラそろばん 安保 颯一郎 14 シリウススクール 仲本 千夏 15 サクセスそろばんクラブ 村松泰成
17 IQそろばん教室　 鈴木　爽馨 14 ピコそろばんアカデミー 三宅 陽菜 17 清見そろばん塾 大林愛歩
18 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 渡辺 涼太郎 18 清見そろばん塾 冨山花夏 18 清見そろばん塾 洞口夏穂
19 岩本珠算学園 岩本稜大 19 キッズカルチャーOZ 田中駿輔 19 アバカス速算 住野　李羽
20 石戸珠算学園 佐藤 瑞希 19 アバカス速算 原　あこ 19 クレドそろばん速算教室 小見 皐月
20 石戸珠算学園 山岡 丈太郎 19 明光そろばん 坂本 莉子 21 石戸珠算学園 伊藤 麻香
22 石戸珠算学園 小川 桃果 19 いしど式そろばん教室宮地楽器 杉野 希歩 22 むぎ進学教室 豊田 愛花
22 むぎ進学教室 寺門 沙菜 23 サクセスそろばんクラブ 鴨孝太朗 23 石戸珠算学園 青木 花梨
22 第一ゼミナール 北口 侑奈 23 パチパチそろばん速算スク－ル 児玉　健吾 23 きらめきっず速学くらぶ 松元 遥花
22 第一ゼミナール 清水 壮真 23 いしど式速算義塾 加藤 恵大 25 アバカス速算 前田萌々香
22 べるく・そろばん教室 酒井 要 23 明光そろばん 指田 春翔 26 岩本珠算学園 砂田大和
27 トビーそろばん教室 岩崎　壮汰 23 そろばん教室ブイシード 木村 雪月 26 キタン塾 北野　竜聖
28 夢限珠算塾 新井 深月 28 石戸珠算学園 白石 康太 26 ドリームキッズ 内田歩苺香
29 石戸珠算学園 望月 優里 28 ピコそろばんアカデミー 口羽 結衣 29 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 酒井 竣太郎
29 シリウススクール 松尾 晄宜 30 石戸珠算学園 高田 倖樹 30 すくすくそろばん 谷津 徹真
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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 佐藤 莉那 1 いしど式速算義塾 山野 智煌 1 石戸珠算学園 石井 雪
2 ひまわりこども教室 樹山諭仁 2 パチパチそろばん速算スク－ル 小林　茉由 2 松栄堂キッズアカデミーいしど式そろばん教室 永田 宗太郎
2 第一ゼミナール 金子 瑠璃 3 石戸珠算学園 野沢 柚果 3 石戸珠算学園 永井 優妃
4 ライズそろばん教室 清水 七羽 4 石戸珠算学園 平川 拓真 4 石戸珠算学園 濵野 航我
5 Fit速算塾 片岡孝仁 5 石戸珠算学園 佐々木 智征
5 Fit速算塾 上手　璃子 6 石戸珠算学園 大澤 翔
7 岩本珠算学園 山﨑あき 7 すくすくそろばん 塩満 豪泰
8 いしど式速算義塾 菅澤 空 8 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 齋藤 陽
9 IQそろばん教室　 髙井　和歩

10 パチパチそろばん速算スク－ル 小林　蒼空
11 速算教室弾･DAN 川北 葉音
12 そろばん教室ブイシード 福田 莉子
13 夢限珠算塾 宮寺 恢利
14 石戸珠算学園 藤澤 孝太郎
15 ドリームキッズ 廣瀬　高宜
16 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 庄司 初音
17 石戸珠算学園 根本 樹
17 石戸珠算学園 戸田 悠夏
17 キタン塾 中田　佳希
17 ｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 印南　大地
17 明光そろばん 中村 明香里
22 そろばん教室よつば 栗本蓮
23 みかそろばん教室 佐藤真衣
23 ステップキッズ 宮西　凌央
23 サムクリエーション珠算学院 伊藤　杏
26 石戸珠算学園 諸岡 英介
27 石戸珠算学園 宮川 航聖
28 赤まる塾 茶谷 寧音
29 石戸珠算学園 呉 至根
30 いしど式そろばんゆめきっず 石丸 宗次朗

【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 相曽 絵梨
3 みにつくクラブ 宗形 大裕
3 石戸珠算学園 丹下 淑江
5 石戸珠算学園 中川 知永子
6 興学社学園 金山 千里
7 すくすくそろばん 岡田 弘子
8 石戸珠算学園 菊地 啓子
9 石戸珠算学園 小林 満江
9 みにつくクラブ 清水 昂樹

11 みにつくクラブ 市薗 佑真
12 みにつくクラブ 渡辺 和希
13 石戸珠算学園 清水 幸枝
14 すくすくそろばん 上野 知子
14 みにつくクラブ 本多 隼
14 みにつくクラブ 福澤 拓実
14 いしど式速算義塾 南 光江
18 みにつくクラブ 宮田 真守
19 みにつくクラブ 反田 久雅
20 みにつくクラブ 中村 心美
21 みにつくクラブ 萬羽 みのり
22 みにつくクラブ 小坂井 さくら子
23 第一ゼミナール 森岡 皆実
24 みにつくクラブ 大塚 波空
25 ピコそろばんアカデミー 渡邉 雅子
26 みにつくクラブ 村松 美菜
26 みにつくクラブ 富山 ひかり
28 石戸珠算学園 安本 栄美子
29 石戸珠算学園 川越 ひかり


