
【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 辻 陽花梨 1 石戸珠算学園 森岡 優
2 キッズブレインそろばん教室 程 乙洋 2 石戸珠算学園 白田 優大
3 トビーそろばん教室 宮内 亮人 3 そろばん学び舎おおあみ 藤平 彩未
4 石戸珠算学園 大川 由季乃 4 石戸珠算学園 橋本 莉々菜
5 石戸珠算学園 小林 歩乃佳 5 ピコそろばんアカデミー 井口 慶

6 石戸珠算学園 折田 煌
7 石戸珠算学園 原田 芽依
8 ワクムス 千田紬喜
9 石戸珠算学園 廣田 悠人

10 夢限珠算塾 鴇田 陸空
11 石戸珠算学園 鞘木 統
12 アバカス速算 藤本　恵久
13 まんてんスマイル 高橋 誠人

【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 徳島 未莉 1 石戸珠算学園 秋葉 結芽 1 石戸珠算学園 清水 晴道
2 フルトそろばん 清水維吹 2 石戸珠算学園 山口 陽万莉 2 小笠原珠算学園 吉長 祇乃
3 トビーそろばん教室 宮内 真歩 3 ステップキッズ 槇田　早希 3 石戸珠算学園 田島 大雅
4 石戸珠算学園 奥出 実怜 4 石戸珠算学園 三田 実優華 4 小笠原珠算学園 細井 雪菜
4 石戸珠算学園 池田 壮吾 5 石戸珠算学園 塚田 夏帆 5 石戸珠算学園 大森 菜々香
6 フィット速算そろばん教室 齊藤 由珠 5 小笠原珠算学園 岡田 咲希 6 すくすくそろばん 椎名 洸太
6 石戸珠算学園 茂木 馨太郎 5 石戸珠算学園 菅野 千帆 7 ピコそろばんアカデミー 板坂 幸
6 石戸珠算学園 川村 真生 5 石戸珠算学園 沢口 薫乃 8 アバカス速算 岩元　陽南
9 石戸珠算学園 山本 侑果 5 フィット速算そろばん教室 河野 知允永 9 すくすくそろばん 熱田 梨華
9 石戸珠算学園 土井 美琴 10 第一ゼミナール 西田 梨歩 10 石戸珠算学園 真野 泰典
9 石戸珠算学園 松原 和花 11 石戸珠算学園 吉田 竜翔 11 パチパチそろばん速算スク－ル 白橋　茉結

12 石戸珠算学園 井上 美咲 12 石戸珠算学園 中山 碧 12 フィット速算そろばん教室 黒木 隆吾
13 石戸珠算学園 上島 佑太 12 シリウススクール 大川 舞未 12 キタン塾 山口　陽菜乃
13 石戸珠算学園 小池 愛梨 14 石戸珠算学園 田中 友理 14 石戸珠算学園 中江 瑞希
15 石戸珠算学園 下田 凜 15 石戸珠算学園 松本 隆之介 15 石戸珠算学園 佐藤 芽璃
16 第一ゼミナール 西村 茅秋 15 石戸珠算学園 比嘉 隆宏 16 石戸珠算学園 阿部 凌太
17 小笠原珠算学園 折立 瑞希 17 まんてんスマイル 西條 大翔 16 石戸珠算学園 桐生 なごみ
17 石戸珠算学園 田島 杏樹 18 石戸珠算学園 吉野 百香 18 石戸珠算学園 清水 桃花
19 石戸珠算学園 三浦 尚人 19 石戸珠算学園 西崎 杏 18 ステップキッズ 熊倉　菖乃
19 フィット速算そろばん教室 串間 佑宇 20 石戸珠算学園 阿部 琴音 20 石戸珠算学園 西山 優雅
21 小笠原珠算学園 竹内 凛太朗 21 石戸珠算学園 海野 楓斗 20 ワクムス 山崎那奈
21 ワクムス 髙﨑啓汰 22 まんてんスマイル 吉田 真優 22 小笠原珠算学園 坂本 碧
23 フィット速算そろばん教室 迫 なつみ 23 石戸珠算学園 薮内 俊貴 23 キッズブレインそろばん教室 河原 奈鶴恵
23 石戸珠算学園 吉田 虎之助 24 明光そろばん 大村 恒稀 24 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 入澤 志菜乃
23 石戸珠算学園 鈴木 龍星 24 石戸珠算学園 小山 剛 25 石戸珠算学園 田村 美咲希
23 チャレンジそろばん 川崎 志凰 26 トビーそろばん教室 野口 陽大 25 石戸珠算学園 佐貫 ゆめ葉
27 石戸珠算学園 望月 今日香 26 ラピカルそろばん教室 向井 里緒 25 石戸珠算学園 下川 結愛
28 石戸珠算学園 須藤 太郎 28 第一ゼミナール 西村 茅夏 28 まんてんスマイル 大塚 亮太
28 ピコそろばんアカデミー 山本 想子 29 石戸珠算学園 木下 緋乃 28 石戸珠算学園 髙田 実侑
28 そろばん学び舎おおあみ 川戸 悠生 30 石戸珠算学園 入瀬 遼太 28 夢限珠算塾 柚木 翔温

30 まんてんスマイル 渡邉 美結 28 ゆびっこそろばん教室 井上美祐
30 小笠原珠算学園 池崎 ちひろ 28 ドリームキッズ 髙田　春陽
30 石戸珠算学園 池本 彩夏
30 松下そろばん教室 松下　輝星
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第37回ソロバンコンクールランキング【Aクラス・各学年ベスト30】2019.07
【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 東 優汰 1 松下そろばん教室 中畑　勇人 1 キッズカルチャーOZ 菅原玲那
1 明光そろばん 河原 広歩 2 サクセスそろばんクラブ 上田桃奈 2 ラピカルそろばん教室 梅澤 竜弥
1 ワクムス 入部颯哉 3 石戸珠算学園 熊坂 優奈 2 清見そろばん塾 中屋天心
4 サクセスそろばんクラブ 宮田章吾 4 アバカス速算 宮﨑　和啓 4 石戸珠算学園 廣瀨 拓真
5 石戸珠算学園 宮澤 優花 5 ピコそろばんアカデミー 中原 弘翔 5 石戸珠算学園 内田 百奏
6 みらいくキッズ 藤本 翔太 6 トビーそろばん教室 大森 悠 5 アバカス速算 安井　彩夏
7 石戸珠算学園 石井 柊平 6 小笠原珠算学園 髙井 晟七 7 石戸珠算学園 奥山 萌々子
8 ワクムス 中島奏子 8 チャレンジそろばん 山下 琥太郎 8 石戸珠算学園 高橋 和駿
9 石戸珠算学園 木下 実優 9 石戸珠算学園 須藤 菜月 9 石戸珠算学園 澤田 優奈

10 石戸珠算学園 薮崎 ふたみ 10 石戸珠算学園 中山 和郁 10 石戸珠算学園 植崎 愛來
10 ワクムス 小林優衣 11 石戸珠算学園 西山 依吹 10 石戸珠算学園 今井 友里愛
12 石戸珠算学園 山﨑 稜大 12 石戸珠算学園 永井 瑛太 12 石戸珠算学園 金沢 圭祐
12 石戸珠算学園 松浦 啓悟 12 石戸珠算学園 岩田 翔大 12 ひまわりこども教室 黒宮茉里
12 FiT速算塾 大庭愛美 14 石戸珠算学園 中野 遼平 14 まんてんスマイル 倉科 歩未
15 石戸珠算学園 車田 七海 14 岩本珠算学園 森下友多朗 14 FiT速算塾 山本凪沙
15 石戸珠算学園 與谷 直寛 16 石戸珠算学園 間々田 志苑 16 石戸珠算学園 蒲谷 汐菜
15 石戸珠算学園 土屋 新之介 17 石戸珠算学園 髙橋 優輝 16 石戸珠算学園 腰塚 梓月
15 ドリームキッズ 中　悠真 17 岩本珠算学園 山下詩音美 16 石戸珠算学園 居嶋 美心
19 石戸珠算学園 高久 陽泉良 19 アバカス速算 田中　苺奈 19 ラピカルそろばん教室 伊藤 達紀
19 石戸珠算学園 鈴木 新之介 20 石戸珠算学園 関 海惺 19 石戸珠算学園 上川 沙羅
21 石戸珠算学園 中間 梨音 20 小笠原珠算学園 入山 桜 21 石戸珠算学園 牛田 匡亮
21 岩本珠算学園 中田結楽 20 石戸珠算学園 杉田 奈々葉 22 石戸珠算学園 鈴木 こころ
21 ｵﾚﾝｼﾞﾉｰﾄ 大出　穂希 23 むぎ進学教室 山﨑 裕太 22 キタン塾 疋田  爽和
24 キッズカルチャーOZ 吉田千穂 23 石戸珠算学園 糠谷 実咲 24 石戸珠算学園 相田 みちる
25 石戸珠算学園 森川 百華 23 キッズカルチャーOZ 高田菜未 24 ゆびっこそろばん教室 黒川聖章
26 小笠原珠算学園 青木 菜々美 26 すくすくそろばん 伊原 麻莉 26 石戸珠算学園 鈴木 悠太
26 石戸珠算学園 廣瀨 航 26 みにつくクラブ 早川 珠叶 27 石戸珠算学園 今田 航輝
26 そろばん学び舎おおあみ 櫻井 蒼琉 28 みかそろばん教室 石渡冴彩 27 石戸珠算学園 中村 紘太郎
26 石戸珠算学園 西 悠杜 29 キッズスクールひかり速算教室 永井　聖人 29 石戸珠算学園 高橋 優季
26 ヒルズキッズ 若林　悠貴 29 サムクリエーション珠算学院 落合　莉彩 29 石戸珠算学園 小西 未祐
26 キッズスクールひかり速算教室 加藤　快
26 サムクリエーション珠算学院 渡邊　心優
26 サムクリエーション珠算学院 佐藤　温人

【中学３年以上】
順位 塾名 名前

1 石戸珠算学園 池上 昌樹
2 石戸珠算学園 横山 秀悟
3 むぎ進学教室 伊藤 鈴音奈
3 小笠原珠算学園 入山 翼
5 石戸珠算学園 金好 琉希
6 石戸珠算学園 安藤 大貴
7 石戸珠算学園 石井 千智
8 石戸珠算学園 櫻井 拓実
9 キッズカルチャーOZ 高橋あずさ

10 石戸珠算学園 豊島 美海
11 小笠原珠算学園 土屋 花音
11 石戸珠算学園 北爪 久子
11 石戸珠算学園 福井 誠梧
14 速算教室弾･DAN 西條 雄大
14 石戸珠算学園 廣瀨 麻奈
14 石戸珠算学園 石井 智栄莉
17 むぎ進学教室 古橋 友孝
18 石戸珠算学園 岩松 怜奈
18 石戸珠算学園 栗原 直希
18 石戸珠算学園 髙橋 瑞希
18 清和珠算教室 萩原　萌衣
18 アバカス速算 ｱﾒﾘｺ･ﾙｼﾞﾐﾗ
23 石戸珠算学園 佐々木 実紅
23 ゆびっこそろばん教室 川島寛大
25 ステップキッズ 岡本　彩希
26 いしど式そろばんゆめきっず 石丸 修輔
26 石戸珠算学園 腰塚 彩月
28 石戸珠算学園 中島 由美子
28 アバカス速算 坂口　一枝
30 石戸珠算学園 鈴木 桜子
30 石戸珠算学園 村上 正華
30 石戸珠算学園 山本 菜々実


