
【年中】 【年長】 【小学1年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 明光そろばん 松本 ゆり 1 第一ゼミナール 並川 りん 1 石戸珠算学園 山口 水葵
2 スラスラそろばん 安藤 優希歩 2 トビーそろばん教室 平島 芽依 2 石戸珠算学園 卜部 雅大
3 きらめきっず速学くらぶ 島川 慎理 3 いしど式そろばんゆめきっず 白土 颯真 3 明光そろばん 奥本 凱二
4 前橋ゼミ 鶴巻 那由 3 石戸珠算学園 林 悠乃 4 石戸珠算学園 大野 かのん
5 石戸珠算学園 上原 幹大 5 いしど式そろばん教室宮地楽器 松元 雄飛 5 るき珠算教室 瀬尻 優羽
6 ピコそろばんアカデミー 國末 彩心 6 トビーそろばん教室 中小路 佑貴 6 ヒルズキッズ 伊藤璃人
7 石戸珠算学園 斎藤 駿斗 7 いしど式速算義塾 山野 絢福 7 石戸珠算学園 雨宮 寧々香
8 明光そろばん 谷井 華英 8 トビーそろばん教室 近藤 柚希 8 石戸珠算学園 徳井 咲那
9 石戸珠算学園 石岡 冬真 9 石戸珠算学園 竹下 陽彩 9 明光そろばん 李 浩寧

10 石戸珠算学園 内田 陽茉莉 10 ワクムス 大塚翔太
11 石戸珠算学園 一宮 維伸 11 ワクムス 安田梨奈
12 アバカス速算 濱浦　由衣 12 るき珠算教室 瀬尻 菜夏
13 ヒルズキッズ 近藤奏和 13 石戸珠算学園 相澤 織人
14 トビーそろばん教室 唐 沛萱 14 石戸珠算学園 石坂 咲百合
15 石戸珠算学園 庄司 睦実 15 ワクムス 浦愛実
16 石戸珠算学園 池田 暁輝 15 石戸珠算学園 大澤 菜月
17 いしど式速算義塾 浅井 大貴 15 明光そろばん 菊池 望愛奈
17 トビーそろばん教室 光原 陸 15 明光そろばん 楊 佳熹
17 石戸珠算学園 村上 聡太 19 キッズクラブ 日下　心春
17 石戸珠算学園 倪 嘉麟 19 ヒルズキッズ 家泉茉矢
21 石戸珠算学園 平野 惺嗣 21 ピコそろばんアカデミー 梶谷 航介
22 石戸珠算学園 北村 駿太 22 いしど式速算義塾 福田 若氷
23 トビーそろばん教室 橋本 昊明 23 いしど式そろばんゆめきっず 門田 遥香
24 ワクムス 平井涼太 23 フィット速算そろばん教室 倉谷 茉白
25 第一ゼミナール 北原 彩衣 25 ワクムス 須和由夢
26 石戸珠算学園 永田 紘大 25 石戸珠算学園 坂本 佑太
27 第一ゼミナール 東 義斗 27 石戸珠算学園 新城 祥吾
28 小笠原珠算学園 趙 伊布 28 明光そろばん 宮平 一希
29 みかそろばん教室 小野寺優斗 29 パチパチそろばん速算スク－ル 王　成蹊
29 石戸珠算学園 須藤 太陽 30 石戸珠算学園 村松 怜花

【小学2年】 【小学3年】 【小学4年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 中澤珠算教室 前沢 優奈 1 いしど式そろばんゆめきっず 小林 優希 1 明光そろばん 加納 季楓
2 明光そろばん 塚田 奏 2 石戸珠算学園 星野 塁 2 小笠原珠算学園 黒田 咲絢
3 アバカス速算 伊賀　彩乃 2 中澤珠算教室 畔上 一馬 3 明光そろばん 田中 美那海
4 ヒルズキッズ 梅澤佑太 2 中澤珠算教室 松本 和薫 4 石戸珠算学園 酒井 凜太郎
5 IQそろばん教室 榛木　航太 5 石戸珠算学園 本田 理子 5 小笠原珠算学園 川辺 瑛
6 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 竹井 良成 6 石戸珠算学園 船津 陽輝 5 石戸珠算学園 陳 婧萱
6 るき珠算教室 住田 ななみ 6 石戸珠算学園 髙瀬 一嘉 7 べるく・そろばん教室 川西 隆義
8 きらめきっず速学くらぶ 吉岡 隼佑 8 清見そろばん塾 大林煌季 7 石戸珠算学園 渡邊 葵巴
8 石戸珠算学園 古山 千宏路 9 石戸珠算学園 根本 舞羽 9 石戸珠算学園 細谷 佳子

10 石戸珠算学園 丸山 凌生 9 中澤珠算教室 千葉 美瑠璃 10 岩本珠算学園 原田ほのか
11 石戸珠算学園 岡田 昊大 11 いしど式速算義塾 皆川 琥太郎 11 清見そろばん塾 鷲見花音
11 石戸珠算学園 平山 芽依 11 石戸珠算学園 園田 奈々晴 11 クレドそろばん速算教室 井上 結愛
13 第一ゼミナール 小松 恵輔 13 明光そろばん 寺田 歩生 11 ステップキッズ 山形　英璃
14 ヒルズキッズ 秋吉修吾 14 キタン塾 高橋　里奈 11 石戸珠算学園 貴福 琉翔
15 るき珠算教室 西井 篤弘 15 中澤珠算教室 叶 健 15 ピコそろばんアカデミー 稲田 有唱
15 石戸珠算学園 飯島 美紀 16 岩本珠算学園 溝上丈太 16 清見そろばん塾 石垣天豪
17 キッズスクールひかり速算教室 西潟　大地 16 石戸珠算学園 岩崎 幸志朗 16 きらめきっず速学くらぶ 姜 枇住
17 石戸珠算学園 露﨑 健介 16 石戸珠算学園 鈴木 結人 16 石戸珠算学園 久野 葵
19 キッズブレインそろばん教室 李 天辰 19 小笠原珠算学園 田中 綺澄 16 明光そろばん 齊藤 弘夏
19 石戸珠算学園 北澤 芽依 20 中澤珠算教室 奥村 林花 20 サムクリエーション珠算学院 齊藤　優依
21 よったまい珠算教室 関根和樹 20 明光そろばん 澤田 絆那 21 キッズスクールひかり速算教室 伊良波　心遥
22 ヒルズキッズ 土居楓 22 石戸珠算学園 成田 悠人 21 サムクリエーション珠算学院 佐久間　華
22 石戸珠算学園 有光 ここ菜 22 石戸珠算学園 森脇 成矢 21 小笠原珠算学園 田端 美空
24 トビーそろばん教室 武田 和之 22 前橋ゼミ 押木 千緒 21 石戸珠算学園 岩田 結莉乃
25 ヒルズキッズ 菅野莉子 25 ワクムス 中戸好誠 25 ブイシード 小林 孝太朗
26 まんてんスマイル 花岡 泰地 26 岩本珠算学園 滝下夢來 25 石戸珠算学園 宮本 笑里
27 ワクムス 西口結菜 27 いしど式そろばんモクナ高根木戸教室 田中 さくら 27 IQそろばん教室 眞田　凜音
28 ヒルズキッズ 中嶋琴羽 27 明光そろばん 白石 悠馬 27 シリウススクール 木村 俊太朗
28 石戸珠算学園 神沼 隼人 29 キッズスクールひかり速算教室 徳弘　百々花 29 キタン塾 石塚　結衣
28 石戸珠算学園 宮良 絃 29 小笠原珠算学園 山田 帆南美 29 ヒルズキッズ 岩佐未央

29 石戸珠算学園 小川 桜良 29 ワクムス 井上結愛
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【小学5年】 【小学6年】 【中学1年】
順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 いしど式そろばんゆめきっず 関山 孝太 1 明光そろばん 神谷 星姫 1 小笠原珠算学園 秋元 葉名
1 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 大嶋 美雪 2 石戸珠算学園 千代田 栞音 2 ピコそろばんアカデミー 大島 歩
1 石戸珠算学園 北川 観廣 3 小笠原珠算学園 李 栽午 3 いしど式速算義塾 バラスブラマニアン アヌシュカ

4 石戸珠算学園 山口 美晴 4 石戸珠算学園 星野 遥 4 そろばん教室よつば 門間爽音
4 石戸珠算学園 瀬戸 七帆 5 ライズそろばん教室 矢野 彩夏 5 IQそろばん教室 秦　寛人
4 前橋ゼミ 瓜生 幸妃 6 石戸珠算学園 古山 芽倫
7 石戸珠算学園 新井 天渚 7 石戸珠算学園 齋藤 千愛
8 清見そろばん塾 中田陸翔 8 みらいくキッズ 髙橋 和奏 【中学2年】
8 石戸珠算学園 古木 伶 9 石戸珠算学園 松原 南奈美 順位 塾名 名前

10 シリウススクール 小松崎 美花 10 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 酒井 颯大 1 石戸珠算学園 吉岡 蘭
10 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 寺阪 彩実 11 いしど式そろばんゆめきっず 片山 彩加
12 ひまわりこども教室 坂口翔太 12 石戸珠算学園 佐藤 未渚 【中学3年以上】
12 石戸珠算学園 佐々木 莉桜 13 いしど式速算義塾 諸橋 立登 順位 塾名 名前
14 いしど式青雲ゼミそろばん教室 松岡 春輝 14 石戸珠算学園 戸部 陽斗 1 石戸珠算学園 中山 恵美
15 みらいくキッズ 多田 壮汰 15 いしど式速算義塾 小関 隆道 1 石戸珠算学園 梨本 悦子
16 石戸珠算学園 岩田 佳純 16 チャレンジそろばん 長嶋 真叶 3 石戸珠算学園 北條 真知子
17 IQそろばん教室 大瀧　虎徹 17 ブイシード 水田 くるみ 4 アバカス速算 牛田　美紀
17 興学社学園 桑原 琴衣 18 石戸珠算学園 三宅 淳夫 4 石戸珠算学園 榎本 彩希
19 小笠原珠算学園 小枝 愛奈 19 ひのき進学教室 大黒 馨 6 石戸珠算学園 中川 美鳥
19 中澤珠算教室 安齋 里莉花 19 石戸珠算学園 伊藤 心美 7 石戸珠算学園 赤羽 由佳梨
21 石戸珠算学園 深瀬 みのり 21 第一ゼミナール 中原 実弥 8 サムクリエーション珠算学院 有本　周一郎
22 岩本珠算学園 横山彰人 22 まんてんスマイル 髙山 瑞稀 9 石戸珠算学園 金井 伸子
22 そろばん学び舎 古内 瑠璃 23 石戸珠算学園 沼前 柚花 10 いしど式速算義塾 加塩 達之
22 石戸珠算学園 原 聡香 24 石戸珠算学園 村口 大空翔 11 アバカス速算 西岡由里恵
25 石戸珠算学園 小峰 真登 25 べるく・そろばん教室 田吉 優里 12 石戸珠算学園 加藤 眞希子
25 石戸珠算学園 菊田 志穂 26 石戸珠算学園 丸山 莉香子 13 石戸珠算学園 長尾 壮真
27 ピコそろばんアカデミー 伊藤 万央 27 石戸珠算学園 照屋 歩叶 14 石戸珠算学園 礒部 大
28 キタン塾 髙島　伊織 15 石戸珠算学園 坂本 和俊
28 ひのき進学教室 竹林 咲憙 16 石戸珠算学園 原田 勝義
30 パチパチそろばん速算スク－ル 諏訪　綾乃


