
【年長】 【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 いしど式そろばん教室宮地楽器 齋藤 圭 1 石戸珠算学園 清水 香帆 1 明光そろばん 白 翔太

2 石戸珠算学園 江端 唯衣 2 石戸珠算学園 後藤 里香子 2 そろばん学び舎 内藤 正輝

3 チャレンジそろばん 馬場 結希子 2 ヒルズキッズ 近藤奏和 3 ヒルズキッズ 三田　昂生

4 フィット速算そろばん教室 島川 慎理 4 フィット速算そろばん教室 井関 健閃 4 スラスラそろばん 村上 稜

4 石戸珠算学園 上原 幹大 5 石戸珠算学園 下田 公 4 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 渡辺 茉彩

4 トビーそろばん教室 佟樺 6 スラスラそろばん 山内 七海 4 ライズそろばん教室 久松 賢宗

7 石戸珠算学園 斎藤 駿斗 6 石戸珠算学園 村上 聡太 7 石戸珠算学園 吉田 悠人

8 ピコそろばんアカデミー 柴野 蒼太 8 繭塾 野崎 真衣 8 るき珠算教室 大西 幹太

9 前橋ゼミ 鶴巻 那由 9 石戸珠算学園 酒井 真瑚 8 石戸珠算学園 杉山 裕樹

10 フィット速算そろばん教室 髙畑 稜人 10 るき珠算教室 喜連川 美来 8 石戸珠算学園 何 墨本

11 石戸珠算学園 日髙 樹希 11 小笠原珠算学園 趙 伊布 11 石戸珠算学園 村松 怜花

11 石戸珠算学園 石岡 冬真 11 ピコそろばんアカデミー 権 三星 11 むぎ進学教室 名倉 美緒

13 ブイシード 郡山 怜 13 石戸珠算学園 安田 惠 13 興学社学園 平山 楓

14 石戸珠算学園 大西 優成 14 キッズブレインそろばん教室 光谷 蒼介 14 石戸珠算学園 目黒 友基

15 石戸珠算学園 鈴木 理莉 15 ステップキッズ 原田　千誠 15 石戸珠算学園 天野 愛莉

16 石戸珠算学園 鈴木 崇介 16 FiT速算塾 中川愛子 16 フィット速算そろばん教室 小柳 こころ

17 いしど式そろばん教室宮地楽器 髙松 依央 17 石戸珠算学園 植田 優輝 16 石戸珠算学園 山本 菜緒

18 石戸珠算学園 山内 美咲 18 石戸珠算学園 北村 駿太 18 みらいくキッズ 室久 菜津美

19 るき珠算教室 北原 大輝 19 明光そろばん 阿部 颯太朗 19 第一ゼミナール 城所 葵

20 石戸珠算学園 平澤 心美 20 トビーそろばん教室 出宮 麻奈実 19 明光そろばん 柏木 結衣

21 スラスラそろばん 篠木 嘉琳 21 石戸珠算学園 鈴木 萌香 19 石戸珠算学園 東條 竜之介

22 明光そろばん 谷井 華英 22 石戸珠算学園 池田 暁輝 22 石戸珠算学園 鈴木 望友

23 スラスラそろばん 安藤 優希歩 23 石戸珠算学園 堺 美羽音 22 石戸珠算学園 矢島 綾人

24 第一ゼミナール 西村 茅凉 24 天王予備校 安田 悠成 22 石戸珠算学園 山本 蓮

25 みにつくクラブ 深田 咲希 25 小笠原珠算学園 上林 朔太朗 25 ピコそろばんアカデミー 大久保 凛

26 まんてんスマイル 安田 名那 25 明光そろばん 大木 佑真 26 石戸珠算学園 高畑 宙征

27 明光そろばん 山内 理央奈 26 トビーそろばん教室 矢代 瞬希

28 石戸珠算学園 木南 志穂 26 石戸珠算学園 川本 結心

29 べるく・そろばん教室 畠山 倫太郎 29 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 入澤 彩乃

30 キッズブレインそろばん教室 角田 悠奈 30 キッズクラブ 日下　心春

【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 第一ゼミナール 阪本 凪咲 1 るき珠算教室 大西 星那 1 石戸珠算学園 原田 亜実

2 べるく・そろばん教室 尾崎 絢音 2 むぎ進学教室 養老 茉奈 2 いしど式速算教室 吉岡 穂希

2 ライズそろばん教室 原田 新大 3 ワクムス 井上勘太郎 2 ライズそろばん教室 原田 伊吹

4 石戸珠算学園 鈴木 英資 4 石戸珠算学園 佐藤 彩希 4 興学社学園 森 祐貴

4 石戸珠算学園 郡司 実遊 5 ワクムス 逸見太智 5 いしど式速算教室 上田 直明

6 いしど式そろばんゆめきっず 大方 陸斗 6 オレンジノート 西岡　真義 6 小笠原珠算学園 黒田 咲絢

7 石戸珠算学園 原田 準果 7 べるく・そろばん教室 小野 絵美 7 小笠原珠算学園 田端 美空

8 石戸珠算学園 河本 芙美 7 小笠原珠算学園 田中 綺澄 7 トビーそろばん教室 坂本 晴琉

9 明光そろばん 伊藤 有汰 7 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 榛地 陽香 9 キッズブレインそろばん教室 兒島 莉愛

9 石戸珠算学園 佐藤 愉吉 7 清見そろばん塾 田中亨茉 10 サムクリエーション珠算学院 小川　柑菜

11 第一ゼミナール 山口 湊 11 明光そろばん 横井 想 11 ひまわりこども教室 西村唯

12 ゆうき速算スクール 荻島 かんな 12 石戸珠算学園 吉野 葵 12 トビーそろばん教室 齊藤 蓮那

12 いしど式速算義塾 吉田 梨紗 12 小笠原珠算学園 山田 帆南美 12 ワクムス 大栗聡馬

12 ワクムス 藤本悠叶 14 小笠原珠算学園 松本 理那 12 サムクリエーション珠算学院 上野  陽菜

15 石戸珠算学園 池田 伊織 14 石戸珠算学園 福地 優希菜 15 興学社学園 伊藤 綾人

16 ヒルズキッズ 中嶋琴羽 14 石戸珠算学園 石井 聖愛 15 むぎ進学教室 恩田 凉佑

16 ワクムス 岡村凌空 14 脳鍛フルト☆そろばん 髙谷璃子 17 石戸珠算学園 久島 典己

18 石戸珠算学園 徳永 瑛人 18 ヒルズキッズ 徳重美空 18 石戸珠算学園 宮本 笑里

19 第一ゼミナール 吉村 雅人 19 ライズそろばん教室 吉永 芽生 18 わたなべそろばん速算教室 吉川 華

19 石戸珠算学園 若林 笑里 20 岩本珠算学園 上田哩瑠 20 ひのき進学教室 広瀬 智一

19 ヒルズキッズ 土居 楓 21 チャレンジそろばん 佐野 彰満 20 興学社学園 岡部 仁胡

22 キッズスクールひかり速算 林　美羽 22 サクセスそろばんクラブ 稲垣和奏 20 チャレンジそろばん 吉田 美紅

22 サムクリエーション珠算学院 柳　子晨 23 清見そろばん塾 柳原瑠比 20 興学社学園 川内 心優

24 小笠原珠算学園 長谷川 竜太 24 石戸珠算学園 三谷 芽伊 24 清見そろばん塾 添野翔太

24 石戸珠算学園 市原 愛生 24 石戸珠算学園 横山 琉花 25 興学社学園 遠藤 愛

24 ピコそろばんアカデミー 水川 陽登 24 ピコそろばんアカデミー 仲田 純 25 石戸珠算学園 吉原 創空

27 第一ゼミナール 西原 脩登 28 チャレンジそろばん 内田 ゆず奈 25 ドリームキッズ 孫　浚桐

28 きらめきっず速学くらぶ 宇佐野 由貴 28 ゆうき速算スクール 小田 琴葉 28 小笠原珠算学園 小川 夏芽

28 ゆうき速算スクール 川本 大輝 28 ライズそろばん教室 仲村 和輝 29 チャレンジそろばん 石本 実夢

30 ひのき進学教室 飯田 樹奈 28 ヒルズキッズ 中西海斗 30 いしど式速算教室 平木 聖人

30 小笠原珠算学園 後藤 泰知 30 石戸珠算学園 船津 和花

30 IQそろばん　 念　俊宏 30 いしど式速算義塾 香川 真麻

30 むぎ進学教室 川原 悠愛
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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 玉木 蒼馬 1 興学社学園 河口 達哉 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 稲葉 陽己 2 石戸珠算学園 戸部 陽斗 2 明光そろばん 栗本 蒼空

3 ワクムス 数井春 3 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 剱持 颯大 3 石戸珠算学園 渡辺 拓海

4 石戸珠算学園 山本 翼 4 石戸珠算学園 栁澤 佳太 4 IQそろばん　 藤井　千紘

5 小笠原珠算学園 小枝 愛奈 5 石戸珠算学園 沼前 柚花 5 石戸珠算学園 向山 潤哉

6 速算教室弾･DAN 奥野 いまり 5 ひまわりこども教室 中町天泉 6 石戸珠算学園 田口 誠一郎

6 むぎ進学教室 伊藤 菜央 5 サムクリエーション珠算学院 高橋　美香 7 石戸珠算学園 櫻庭 冬磨

8 いしど式松岡珠算教室 松岡 春輝 8 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 藤井 理衣 8 石戸珠算学園 掛橋 秀仁

9 石戸珠算学園 髙橋 彩 9 ラピカルそろばん教室 星野 竜吾

10 いしど式速算教室 平岡 隼翔 10 トビーそろばん教室 栄留 慶次

11 ヒルズキッズ 苅部福太 11 石戸珠算学園 佐藤 真愛

12 ブイシード 秋成 柊汰 12 べるく・そろばん教室 田吉 優里

13 みらいくキッズ 片岡 真菜 13 清和珠算教室 木内　結士 【中学3年以上】

14 まんてんスマイル 川野 洋明 14 石戸珠算学園 渡辺 恭生 順位 塾名 名前

15 むぎ進学教室 後藤 大輝 15 石戸珠算学園 吉本 愛和 1 石戸珠算学園 西野 仁美

16 石戸珠算学園 霜山 翔太 16 石戸珠算学園 村口 大空翔 2 いしど式速算義塾 加塩 達之

17 サムクリエーション珠算学院 海下 燦太 17 石戸珠算学園 岡田 圭司 3 石戸珠算学園 永井 優妃

18 そろばん学び舎 小林 みりあ 18 石戸珠算学園 荻原 寛紀 4 石戸珠算学園 國友 夕湖

18 ひまわりこども教室 野村佑薫 5 石戸珠算学園 江連 政徳

20 うすい学園 丸山 ゆずみ

20 興学社学園 小俣 歩真

22 石戸珠算学園 八嶋 瑛斗

22 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 宮本 葵

24 石戸珠算学園 高橋 未来

24 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 岩間 夏乃

24 石戸珠算学園 尾身 桜空

27 明光そろばん 川村 麻友

27 IQそろばん教室 大川原　颯空

29 パチパチそろばん速算スクール 諏訪 綾乃

29 興学社学園 横溝 彩月

29 興学社学園 梅澤 優希


