
【小学1年】 【小学2年】 【小学3年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 石戸珠算学園 村上 佑奈 1 石戸珠算学園 宮﨑 愛弓
2 石戸珠算学園 藤井 煌大 2 いしど式速算義塾 西村 隆汰
3 石戸珠算学園 島貫 夏帆 2 フィット速算そろばん教室 米良 有生

4 石戸珠算学園 木村 花凛
5 石戸珠算学園 鷹取 優月
6 小笠原珠算学園 中村 拓
6 石戸珠算学園 大塚 律
8 石戸珠算学園 佐藤 愛莉
9 いしど式速算義塾 小野 滉介
9 石戸珠算学園 若村 麻央

11 フルトそろばん 坂井亮仁
12 そろばん教室ブイシード 宮本 大嘉志
13 石戸珠算学園 望月 亮周
14 石戸珠算学園 鈴木 宥凜
15 石戸珠算学園 渡辺 美咲

【小学4年】 【小学5年】 【小学6年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 そろばん学び舎おおあみ 鈴木 杏子 1 石戸珠算学園 荻 翔平 1 石戸珠算学園 椎井 理恩
2 いしど式速算義塾 木村 柊也 2 まんてんスマイル 百瀬 温叶 2 ステップキッズ 加藤　義翔
3 石戸珠算学園 鞘木 葵 2 石戸珠算学園 奥出 実優 3 石戸珠算学園 村杉 翼
4 むぎ進学教室 内山 遥 4 サクセスそろばんクラブ 柳橋亮吾 4 石戸珠算学園 岡田 広大
5 小笠原珠算学園 小嶋 恒輝 5 石戸珠算学園 大野 祐奈 5 石戸珠算学園 比嘉 正裕
5 いしど式速算義塾 荒井 実優 6 石戸珠算学園 村上 絢音 6 石戸珠算学園 柏原 希海
7 石戸珠算学園 岩岡 柑奈 7 小笠原珠算学園 斎藤 ありさ 7 石戸珠算学園 井原 来留美
8 石戸珠算学園 秋井 美南 8 小笠原珠算学園 橋本 知弥 8 石戸珠算学園 浦垣 瞭
9 トビーそろばん教室 名倉 友禅 9 そろばん学び舎おおあみ 野村 宗乎 9 石戸珠算学園 千葉 レノ

10 石戸珠算学園 相川 美緒 9 石戸珠算学園 藤原 咲楽 10 石戸珠算学園 山根 陽香
10 石戸珠算学園 青山 瑞歩 11 石戸珠算学園 村上 建 10 石戸珠算学園 秋本 椿
12 石戸珠算学園 廣瀨 仁 11 石戸珠算学園 森田 咲希 10 フルトそろばん 玉木柚子
13 石戸珠算学園 白 知勛 13 FiT速算塾 秋山悠月 13 石戸珠算学園 舩木 優
14 第一ゼミナール 鳴神 愛 14 石戸珠算学園 土井 靖智 14 石戸珠算学園 油橋 航貴
14 そろばん学び舎おおあみ 藤平 大輝 15 キッズクラブ 江波戸理央 15 石戸珠算学園 向 優樹
14 石戸珠算学園 丸山 想太 16 石戸珠算学園 今井 莉子 16 石戸珠算学園 内山 拓樹
17 フィット速算そろばん教室 端迫 義也 16 石戸珠算学園 伊藤 暖 17 石戸珠算学園 春名 創太
18 石戸珠算学園 藤田 清志郎 18 石戸珠算学園 山口 尊 17 石戸珠算学園 鈴木 心寧
19 石戸珠算学園 田口 聖真 19 小笠原珠算学園 田川 陽菜 17 サクセスそろばんクラブ 大原慶太
20 石戸珠算学園 中野 友嘉 19 いしど式速算義塾 水戸部 鈴夏 20 松下そろばん教室 山腰　有馬
21 そろばん学び舎おおあみ 中嶋 翠 21 石戸珠算学園 山本 茉璃 21 石戸珠算学園 森川 若葉
22 チャレンジそろばん 加藤 楢麻 21 石戸珠算学園 澤本 佳紀 22 石戸珠算学園 小宮 莉央
22 石戸珠算学園 林 璃空弥 23 石戸珠算学園 会田 葉月 22 石戸珠算学園 鷹野 はるか
24 石戸珠算学園 金 玄珠 24 石戸珠算学園 小池 杏那 24 石戸珠算学園 松澤 紗季
25 まんてんスマイル 北口 和臣 24 石戸珠算学園 熊澤 心槻 25 石戸珠算学園 川上 真央
26 チャレンジそろばん 萩尾 脩平 26 すくすくそろばん 森 結彩 25 石戸珠算学園 植田 渓斗
26 ワクムス 岡本槙宏 27 ピコそろばんアカデミー 吉井 蒼 27 石戸珠算学園 新小田 瑛人
28 ピコそろばんアカデミー 平野 修志 27 小笠原珠算学園 渡邊 夏鈴 27 石戸珠算学園 藤本 真慧
29 石戸珠算学園 井上 栞 29 小笠原珠算学園 山田 みくに 29 トビーそろばん教室 新田 愛紗
29 速算ブレイン成田 福島章斗 29 トビーそろばん教室 大久保 光琉 30 まんてんスマイル 渡邉 優斗

30 第一ゼミナール 本山 茜
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【中学1年】 【中学2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 石戸珠算学園 吉田 潤之介 1 石戸珠算学園 井原 央登 1 石戸珠算学園 伊勢田 知広
2 石戸珠算学園 鈴木 匠 2 石戸珠算学園 嶋根 誠也 2 石戸珠算学園 井澤 碩也
3 パチパチそろばん速算スク－ル 村上　義航 3 石戸珠算学園 大迫 拓真 3 石戸珠算学園 﨑間 康皓
4 石戸珠算学園 伊規須 大斗 4 みかそろばん教室 渡辺美羽 4 石戸珠算学園 稲冨 友里乃
4 石戸珠算学園 熊谷 汐恩 5 石戸珠算学園 前芝 航成 5 小笠原珠算学園 町田 銀仁郎
6 石戸珠算学園 下井 悠照 6 石戸珠算学園 秋本 匠 6 小笠原珠算学園 小嶋 春輝
7 石戸珠算学園 寺島 一樹 7 そろばん学び舎おおあみ 千葉 彦 7 石戸珠算学園 日向寺 尚美
7 石戸珠算学園 山本 佳苗 8 いしど式速算義塾 景山 友駕 8 石戸珠算学園 秋本 楓
9 石戸珠算学園 相川 真緒 9 石戸珠算学園 岡田 周也 9 すくすくそろばん 大越 愛夏

10 小笠原珠算学園 橋本 和佳 10 石戸珠算学園 東野 凌大 10 ステップキッズ 尾崎　　聖
11 石戸珠算学園 濱野 智道 11 石戸珠算学園 下井 彩愛 11 石戸珠算学園 中山 柚
12 石戸珠算学園 五嶋 涼太 12 夢限珠算塾 藤川 知優 11 シリウススクール 小川 真輝
12 みかそろばん教室 内田光咲 13 石戸珠算学園 渡辺 葵美夏 11 岩本珠算学園 髙原海里
14 石戸珠算学園 松本 陸 13 ドリームキッズ 小暮　由愛 14 石戸珠算学園 竹下 愛美
14 石戸珠算学園 梅北 真一 15 岩本珠算学園 針田優羽 14 松下そろばん教室 野村　ほたる
16 ゆびっこそろばん教室 酒井結南 16 清見そろばん塾 橋下芽凜 16 シリウススクール 浅妻 蒼葉
17 石戸珠算学園 麻生 怜実 17 パチパチそろばん速算スク－ル 林　朋輝 16 ひまわりこども教室 相宮稜
18 チャレンジそろばん 佐藤 丈悟 18 石戸珠算学園 風間 一佐 18 石戸珠算学園 武藤 柚衣
18 小笠原珠算学園 染谷 朋音 19 シリウススクール 大木 啓世 19 アバカス速算 中島　妙子
20 石戸珠算学園 加瀬 大貴 20 石戸珠算学園 伊藤 春奈 20 ドリームキッズ 中川　航生
21 石戸珠算学園 尾林 栞 21 小笠原珠算学園 酒井 桜奈 21 石戸珠算学園 伊藤 綾花
22 岩本珠算学園 髙原侑陸 21 石戸珠算学園 東條 彩音 21 そろばん学び舎おおあみ 大鐘 愛子
22 ゆびっこそろばん教室 鈴木健太 23 岩本珠算学園 蒲　春花 23 石戸珠算学園 迫 美孔
24 フィット速算そろばん教室 齊藤 由真 24 岩本珠算学園 大谷紗奈 24 石戸珠算学園 手塚 紀子
24 トビーそろばん教室 小笠原 美海 25 石戸珠算学園 草間 柚依 25 石戸珠算学園 下田 瑛子
26 ドリームキッズ 坂上　愛華 26 ドリームキッズ 町田　葵妃 26 まんてんスマイル 佐藤 風花
27 キタン塾 野田  直汰 27 石戸珠算学園 八田 有沙 26 アバカス速算 髙橋　奈弓
28 石戸珠算学園 島貫 隼汰 28 石戸珠算学園 綾野 莉子 28 石戸珠算学園 寺田 和聡
29 石戸珠算学園 伊藤 あえり 29 石戸珠算学園 瀬戸山 三奈 29 清見そろばん塾 日面杏菜
30 チャレンジそろばん 貝田 あやか 30 石戸珠算学園 宮武 直毅 30 石戸珠算学園 井澤 爽世

30 石戸珠算学園 澤本 鈴 30 ゆびっこそろばん教室 北岡晃洋


