
【年中】 【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 ライズそろばん教室 湯澤 蒼 1 ステップキッズ 文字　愛祐柔 1 石戸珠算学園 武井 ひまり
2 いしど式速算義塾 加藤 悠姫 2 ステップキッズ 五十嵐　世莉 2 石戸珠算学園 江南 瑠愛
3 シリウススクール 江藤 僚真 3 ヒルズキッズ 小川　徳郎 3 そろばん学び舎おおあみ 川戸 萌生

3 ｵﾚﾝｼﾞﾉｰﾄ 小林　春仁 3 石戸珠算学園 岡本 真知
【年長】 5 第一ゼミナール 北口 采耶 5 ひのき進学教室 太田 咲希
順位 塾名 名前 6 うすい学園 近藤 颯音 5 アバカス速算 原　聖陽

1 石戸珠算学園 松原 和奏 7 ヒルズキッズ 加藤　有音 7 石戸珠算学園 森藤 涼
2 石戸珠算学園 田口 純怜 8 石戸珠算学園 寺田 眞帆 8 石戸珠算学園 大内 優愛
3 石戸珠算学園 根本 健太郎 8 ライズそろばん教室 中村 暁晨 8 サクセスそろばんクラブ 伊藤正悟
4 そろばん教室ブイシード 三井 優賢 8 ヒルズキッズ 小島　隼輝 8 そろばん教室よつば 清野寛人
5 石戸珠算学園 鶴見 まはな 11 ライズそろばん教室 五ノ井 歩 11 石戸珠算学園 早川 莉世
6 熊本速算塾 寺本佐吏以 12 ひまわりこども教室 長谷実咲 12 ライズそろばん教室 益子 めぐみ
7 キッズブレインそろばん教室 髙橋 暖大 12 キッズクラブ 江波戸蓮音 13 キッズブレインそろばん教室 下迫 かのん
7 明光そろばん 山内 理央奈 14 明光そろばん 草間 琴奈 14 ヒルズキッズ 伊藤　茜
9 いしど式速算義塾 山内 彩花 15 第一ゼミナール 吉岡 遼人 15 明光そろばん 土田 遥陽

10 トビーそろばん教室 玉木 克明 16 チャレンジそろばん 井上 莉那 15 石戸珠算学園 鈴木 琉生
11 きらめきっず速学くらぶ 阿部 大心 16 ライズそろばん教室 野﨑 朔 17 ピコそろばんアカデミー 近藤 暖
12 トビーそろばん教室 出宮 麻奈実 16 石戸珠算学園 土屋 蒼十 18 明光そろばん 本多 里帆
13 石戸珠算学園 門馬 亘輝 19 第一ゼミナール 磯貝 のどか 18 キッズブレインそろばん教室 阿部 せいら
14 石戸珠算学園 鎌田 すみ乃 19 石戸珠算学園 下川 恵愛 20 石戸珠算学園 中江 優希
15 石戸珠算学園 諶 子維 21 明光そろばん 木村 亮介 21 石戸珠算学園 松浦 侑聖
16 第一ゼミナール 東野 結奈 21 石戸珠算学園 仙波  瑛貴 21 石戸珠算学園 江藤 雅人
17 いしど式そろばん教室宮地楽器 松元 雄飛 21 石戸珠算学園 林 浚熙 23 前橋ゼミ 田村 真成
18 ワクムス 平井涼太 21 ワクムス 山本悠貴 23 ひのき進学教室 清水 恵美
19 そろばん学び舎おおあみ 佐藤 誠 21 FiT速算塾 小川理央 25 ピコそろばんアカデミー 丹治 春菜
20 TOPSそろばん教室 成田　悠安都 26 前橋ゼミ 割田 美礼 26 石戸珠算学園 三宅 琶子
21 キッズブレインそろばん教室 菅波 侑奈 27 すまいるネット 中村優美 26 石戸珠算学園 広瀬 菖
22 石戸珠算学園 羽鳥 桔平 28 石戸珠算学園 臼井 瑛梨 28 スラスラそろばん 谷口 諒

29 石戸珠算学園 前田 珠希 28 明光そろばん 安田 琴音
30 キッズブレインそろばん教室 田中 颯汰 28 明光そろばん 小菅 梨心

【小学3年】 30 石戸珠算学園 渡邉 創真 28 ステップキッズ 上田　はる花
順位 塾名 名前

1 ライズそろばん教室 米村 弘人 【小学4年】 【小学5年】
2 石戸珠算学園 臼井 彩瑛 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前
3 小笠原珠算学園 石田 雄剛 1 小笠原珠算学園 尾後貫 伽惟 1 明光そろばん 小野塚 璃莉
4 るき珠算教室 赤松 結羽 2 石戸珠算学園 河野 有紗 2 石戸珠算学園 工藤 光之佑
4 うすい学園 山崎 宥治 3 いしど式そろばんゆめきっず 佐藤 大地 3 ステップキッズ 桂川　紫帆
4 ヒルズキッズ 岩田　稔矢 3 第一ゼミナール 櫻井 稔莉 3 ワクムス 浮田幹士
7 ひのき進学教室 中力 悠豪 5 石戸珠算学園 染谷 奈々葉 5 明光そろばん 佐藤 雄太
7 明光そろばん 菅野 凜 6 小笠原珠算学園 工藤 柚麻 5 ドリームキッズ 峯﨑　有利
9 明光そろばん 須藤 智衣 7 ラピカルそろばん教室 本山 季音 7 明光そろばん 竹下 史紀

10 石戸珠算学園 大本 多恵 7 前橋ゼミ 小澤 葵 7 きらめきっず速学くらぶ 桑代 祐実
11 第一ゼミナール 浜田 大輔 9 ピコそろばんアカデミー 梶谷 真太郎 9 キッズブレインそろばん教室 阿部 ありす
12 石戸珠算学園 上野 奈緒 10 ワクムス 舩戸琢彌 9 そろばん教室ブイシード 梶 隼斗
12 いしど式そろばん教室宮地楽器 小牧 美衣奈 11 小笠原珠算学園 杉山 璃恋 11 石戸珠算学園 石渡 悠真
14 明光そろばん 飯田 蒼空 12 サムクリエーション珠算学院 大西　咲生奈 12 うすい学園 塚本 紬生
14 さくらキッズ 村松 佑哉 13 清見そろばん塾 高木竣太郎 12 キッズスクールひかり速算教室 奥菜　佑菜
16 石戸珠算学園 小澤 茉弥 13 フルトそろばん 今村愛梨花 14 脳鍛フルト☆そろばん 入江紋加
16 アバカス速算 宇野　湊人 15 夢限珠算塾 藤川 心優 15 第一ゼミナール 伊達 貴亮
18 トビーそろばん教室 高瀬 寛己 15 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 ケインズ 満柊 16 石戸珠算学園 勝山 日代里
19 そろばん教室ブイシード 吉谷 みなみ 15 いしど式そろばん教室宮地楽器 瀧本 芹 16 キタン塾 渡辺　蒼之輔
20 石戸珠算学園 佐藤 明香里 18 ピコそろばんアカデミー 佐々木 真央 18 明光そろばん 坂田 幸太郎
20 前橋ゼミ 斎藤 凛空 18 明光そろばん 有馬 琥太郎 18 石戸珠算学園 三田 直哉
22 フルトそろばん 小倉涼佑 20 ステップキッズ 野浪　悠理乃 18 脳鍛フルト☆そろばん 末永秀斗
23 天王予備校 北 七海 21 フォルスそろばん教室 小川 茉紘 21 第一ゼミナール 薮越 紗希
24 ライズそろばん教室 関根 千菜 21 石戸珠算学園 高野 孝裕 21 岩本珠算学園 三川桔平
24 スラスラそろばん 大迫  玲寿 21 そろばん教室ブイシード 北田 裕人 21 あきしんそろばん教室 保坂　来惺
24 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 宮本 桜 24 興学社学園 毛利 晴真 21 サムクリエーション珠算学院 吉田　沙希
24 岩本珠算学園 桐生彩花 25 シリウススクール 半田 優衣 25 アバカス速算 樋田　蒼登
24 脳鍛フルト☆そろばん 審良百香 26 石戸珠算学園 藤田 淳平 26 石戸珠算学園 小林 穂乃佳
24 アバカス速算 西山　翔三 26 ステップキッズ 後藤　恵茉 26 パチパチそろばん速算スク－ル 山田　憲剛
30 トビーそろばん教室 岡田 琉空 26 サムクリエーション珠算学院 田中　敦貴 28 フィット速算そろばん教室 明石 菜七子
30 小笠原珠算学園 中島 美羽 29 うすい学園 千島 渓太 28 アバカス速算 ﾄﾛﾌｨﾒﾝｺ･ｱﾝﾅ
30 石戸珠算学園 菅原 紗月 30 石戸珠算学園 髙橋 航平 30 興学社学園 長谷部 翔毅
30 サムクリエーション珠算学院 藤村　遙大
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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 キッズスクールひかり速算教室 西岡　樹人 1 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 設樂 光生 1 石戸珠算学園 佐藤 大樹
2 小笠原珠算学園 工藤 莉麻 2 石戸珠算学園 埋田 裕未
3 フィット速算そろばん教室 秋葉 修平 3 キッズクラブ 塙　怜桜
4 第一ゼミナール 松原 来実 4 石戸珠算学園 武田 佳奈
5 サクセスそろばんクラブ 多々良成那 4 いしど式そろばんゆめきっず 佐藤 千花
6 トビーそろばん教室 山田 碧乃 6 フルトそろばん 前川珠璃 【中学3年以上】
7 第一ゼミナール 鳴海 花香 7 石戸珠算学園 勝山 雄太 順位 塾名 名前
8 第一ゼミナール 丸谷 小雪 8 石戸珠算学園 佐藤 一華 1 アバカス速算 植田　智恵
9 みかそろばん教室 高野悠弥 9 石戸珠算学園 櫻庭 冬磨 2 石戸珠算学園 玉田 仁

10 第一ゼミナール 宮永 真歩 9 いしど式そろばん教室宮地楽器 篠崎 孝太 3 石戸珠算学園 牛尾 曜子
10 石戸珠算学園 花輪 弦之介 4 アバカス速算 中嶋　千紘
10 いしど式そろばんスクール 麻生 愛俐 5 石戸珠算学園 藤田 健一
13 うすい学園 神宮 優理 6 石戸珠算学園 大熊 三枝
13 興学社学園 髙嶋 奏太 7 石戸珠算学園 岡田 千鶴
13 ピコそろばんアカデミー 森本 侑楽 8 石戸珠算学園 宮崎 智佐子
16 石戸珠算学園 藤村 桃 9 石戸珠算学園 楠 和子
16 石戸珠算学園 瀬田川 舞 10 石戸珠算学園 杉山 順子
18 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 氏家 悠斗 10 石戸珠算学園 鷲澤 雅子
19 石戸珠算学園 新村 櫂 12 石戸珠算学園 山田 理恵子
20 トビーそろばん教室 山内 詩 13 石戸珠算学園 長井 俊輔
20 興学社学園 桜井 李來 13 石戸珠算学園 川村 美香
22 石戸珠算学園 鈴木 紘太 15 石戸珠算学園 萩原 淳子
23 みらいくキッズ 内藤 勇哉 16 スラスラそろばん 内田 大紀
24 いしど式そろばん教室宮地楽器 鈴木 結花 17 石戸珠算学園 髙宮 僚太
24 石戸珠算学園 野口 英豊
24 興学社学園 遠藤 修士
27 チャレンジそろばん 井手上 潤
28 石戸珠算学園 富田 彩葉
29 石戸珠算学園 北原 栄光
30 パチパチそろばん速算スク－ル 加藤　りさ


