
【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 明光そろばん 松本 ゆり 1 石戸珠算学園 庄司 睦実 1 明光そろばん 奥本 凱二

2 石戸珠算学園 竹下 陽彩 2 ヒルズキッズ 小川徳郎

3 石戸珠算学園 鶴見 まはな 3 石戸珠算学園 山口 水葵

4 いしど式そろばんゆめきっず 白土 颯真 4 石戸珠算学園 卜部 雅大

5 石戸珠算学園 平野 惺嗣 5 るき珠算教室 瀬尻 優羽

6 石戸珠算学園 内田 陽茉莉 6 ヒルズキッズ 山田伊織

7 第一ゼミナール 北原 彩衣 7 ヒルズキッズ 加藤有音

8 トビーそろばん教室 平島 芽依 8 ヒルズキッズ 伊藤璃人

9 石戸珠算学園 一宮 維伸 8 ワクムス 田中厚成

10 石戸珠算学園 佐久間 奏多 10 るき珠算教室 瀬尻 菜夏

11 石戸珠算学園 林 悠乃 11 いしど式そろばんゆめきっず 安本 燿

12 石戸珠算学園 永田 紘大 12 スラスラそろばん 椿 彩香

13 キッズブレインそろばん教室 髙橋 暖大 13 ピコそろばんアカデミー 梶谷 航介

14 石戸珠算学園 福元 啓太 13 キッズクラブ 江波戸蓮音

15 トビーそろばん教室 玉木 克明 15 石戸珠算学園 平林 想祐

16 きらめきっず速学くらぶ 阿部 大心 16 石戸珠算学園 大澤 菜月

16 第一ゼミナール 東 義斗 17 石戸珠算学園 花輪 あゆみ

18 トビーそろばん教室 中小路 佑貴 18 石戸珠算学園 仙波  瑛貴

19 石戸珠算学園 須藤 太陽 19 いしど式そろばんゆめきっず 門田 遥香

19 石戸珠算学園 村井 将助 19 ワクムス 浦愛実

19 ワクムス 平井涼太 21 うすい学園 近藤 颯音

22 みかそろばん教室 小野寺優斗 22 ライズそろばん教室 佐々木 愛瑠

23 ブイシード 三井 優賢 22 石戸珠算学園 彦坂 綺乃

24 トビーそろばん教室 橋本 昊明 22 石戸珠算学園 大野 かのん

25 トビーそろばん教室 近藤 柚希 25 ワクムス 安田梨奈

26 トビーそろばん教室 光原 陸 26 第一ゼミナール 渡邊 心琴

27 いしど式速算義塾 浅井 大貴 26 石戸珠算学園 大橋 拓斗

28 熊本速算塾 寺本佐吏 28 小笠原珠算学園 山下 和奏菜

28 サムクリエーション珠算学院 桑原　みつ稀

30 第一ゼミナール 吉岡 遼人

30 第一ゼミナール 秋山 陽祐

【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 古山 千宏路 1 石戸珠算学園 根本 舞羽 1 ゆうき速算スクール 桑原 花歩

2 中澤珠算教室 前沢 優奈 1 石戸珠算学園 星野 塁 2 第一ゼミナール 櫻井 稔莉

3 石戸珠算学園 鎌原 菜由 3 石戸珠算学園 本田 理子 3 そろばん教室宙★SORA静岡 飯田莉里衣

4 明光そろばん 塚田 奏 3 ヒルズキッズ 領家伶紗 4 ヒルズキッズ 森田 優菜

5 ヒルズキッズ 梅沢佑太 5 ピコそろばんアカデミー 井上 彩心 5 明光そろばん 加納 季楓

6 第一ゼミナール 久川 穂佳 6 中澤珠算教室 松本 和薫 6 ヒルズキッズ 山下　慶

6 石戸珠算学園 大内 優愛 7 ヒルズキッズ 岩田稔矢 7 ピコそろばんアカデミー 安永 陽

8 るき珠算教室 西井 篤弘 8 いしど式そろばんゆめきっず 小林 優希 8 クレドそろばん速算教室 高田 宗佑

8 クレドそろばん速算教室 宮内 尊央 9 石戸珠算学園 川島 優奈 9 サムクリエーション珠算学院 齊藤　優依

8 ピコそろばんアカデミー 北村 奈々 9 フィット速算そろばん教室 来住 優仁 10 石戸珠算学園 山本 心菜

11 むぎ進学教室 豊田 勇斗 9 ヒルズキッズ 刈谷翔太 11 小笠原珠算学園 工藤 柚麻

12 ゆうき速算スクール 小栗 咲希 12 キッズブレインそろばん教室 鈴木 優日 12 石戸珠算学園 尾形 優樹

12 石戸珠算学園 川﨑 結愛沙 12 第一ゼミナール 守家 聖人 13 いしど式そろばん教室宮地楽器 北野 聖奈

12 石戸珠算学園 広瀬 嘉翔 12 ステップキッズ 堀田　なな実 14 トビーそろばん教室 前川 優衣

12 石戸珠算学園 奥 一花 15 そろばん学び舎 大園 心太郎 14 明光そろばん 重信 真彩

16 チャレンジそろばん 加藤 巧都 15 フィット速算そろばん教室 来住 優樹 14 小笠原珠算学園 杉山 璃恋

16 石戸珠算学園 岡本 真知 15 さくらキッズ 村松 佑哉 17 石戸珠算学園 大貫 莉奈

16 いしど式速算義塾 長谷川 鈴乃 18 きらめきっず速学くらぶ 深澤 孝樹 17 石戸珠算学園 森 彩華

19 スラスラそろばん 杉園 心彩 19 石戸珠算学園 酒井 実緒 19 明光そろばん 齊藤 弘夏

19 みらいくキッズ 髙尾 結希 20 石戸珠算学園 菊田 順平 19 いしど式そろばん教室宮地楽器 瀧本 芹

19 キッズカルチャーOZ 岩井　花音 20 興学社学園 中西 真桜 21 石戸珠算学園 原田 怜

22 明光そろばん 松永 凪央 22 フィット速算そろばん教室 大倉 寧桜 21 小笠原珠算学園 尾後貫 伽惟

22 キッズブレインそろばん教室 阿部 せいら 22 石戸珠算学園 佐藤 圭悟 23 チャレンジそろばん 中島 佳菜

24 脳鍛フルトそろばん 下川祐 22 前橋ゼミ 押木 千緒 23 みかそろばん教室 濱仲飛勇

25 石戸珠算学園 早川 莉世 22 明光そろばん 渡辺 麻友 25 石戸珠算学園 藤岡 由彩

25 石戸珠算学園 上久保 芽依 22 清見そろばん塾 大林煌季 25 石戸珠算学園 渡邊 葵巴

25 石戸珠算学園 白坂 凛太朗 27 明光そろばん 菅野 凜 25 ヒルズキッズ 杉崎瑠菜

28 ピコそろばんアカデミー 藤井 翔琉 27 第一ゼミナール 山本 真大 25 ヒルズキッズ 杉崎 愛奏

29 第一ゼミナール 岡田 志穂 27 ひのき進学教室 前川 拓輝 29 石戸珠算学園 髙見 咲希

29 石戸珠算学園 北澤 芽依 30 明光そろばん 石井 大翔 29 小笠原珠算学園 沢辺 耀

30 石戸珠算学園 古谷 翼

30 石戸珠算学園 成田 悠人

30 第一ゼミナール 吉岡 篤人

30 創優珠算学園 半田琴己
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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 新井 天渚 1 石戸珠算学園 星野 遥 1 石戸珠算学園 境田 心煌

2 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 サムクリエーション珠算学院 上野　茉奈 2 石戸珠算学園 鈴木 貴斗

3 前橋ゼミ 瓜生 幸妃 3 石戸珠算学園 石﨑 悠世 3 石戸珠算学園 竹内 涼馬

4 ワクムス 岡谷心聖 3 ヒルズキッズ 太古　桜 4 シリウススクール 小林 滉人

5 いしど式そろばんゆめきっず 関山 孝太 5 キタン塾 塩田　崇将 5 キタン塾 鳥本　優奈

6 ヒルズキッズ 胡子裕翔 6 清和珠算教室 花香　冴優 5 ひまわりこども教室 齊藤煌人

7 興学社学園 桑原 琴衣 7 第一ゼミナール 木村 優希 7 石戸珠算学園 相良 享

7 フィット速算そろばん教室 来住 泰和 8 石戸珠算学園 難波 芯多 8 石戸珠算学園 勝山 雄太

9 そろばん学び舎 小倉 琉夏 9 石戸珠算学園 北野 稜也 9 石戸珠算学園 金成 健

10 石戸珠算学園 和田 ふわり 9 石戸珠算学園 尾形 麻弥 9 ピコそろばんアカデミー 大島 歩

11 石戸珠算学園 高田 倖樹 11 ピコそろばんアカデミー 前原 琴音 11 石戸珠算学園 山下 誇太朗

12 ゆびっこそろばん 中村心優 12 速算教室弾･DAN 真柄 智衣 11 石戸珠算学園 下妻 昭仁

13 石戸珠算学園 吉田 理紗 13 みにつくクラブ 谷内 李緒 11 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 半田 一仁

14 石戸珠算学園 佐藤 愛倫 13 石戸珠算学園 皆川 斗亜 14 石戸珠算学園 田久保 ララ

14 キッズクラブ 木内まいこ 15 明光そろばん 佐倉 澪 15 いしど式速算義塾 バラスブラマニアン アヌシュカ

16 清和珠算教室 木村　仁美 15 チャレンジそろばん 橋本 侑亜 16 第一ゼミナール 中元 叶望

17 みらいくキッズ 大和 光舞 17 石戸珠算学園 梅森 あり 16 IQそろばん教室 毬山　一

17 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 杉森 大輔 17 石戸珠算学園 小池 駿哉 18 みかそろばん教室 佐藤真衣

17 ワクムス 山脇奈歩 17 石戸珠算学園 武井 愛里 19 松下そろばん教室 今村　　蓮

17 IQそろばん教室 本岡　寛陸 17 まんてんスマイル 笹井 由希乃 20 石戸珠算学園 梅澤 侑愛

21 うすい学園 鈴木 奏帆 17 岩本珠算学園 河合杏香 21 石戸珠算学園 池田 千大

21 第一ゼミナール 坂倉 啓太 22 いしど式そろばんゆめきっず 向山 颯菜 22 石戸珠算学園 岡部 圭汰

21 脳鍛フルト☆そろばん 末永秀斗 22 石戸珠算学園 吉井 智文 23 みかそろばん教室 土井宗司

21 ワクムス 山本琉嘉 22 石戸珠算学園 國玉 悠浬 24 いしど式そろばんゆめきっず 佐藤 千花

25 石戸珠算学園 富田 みなみ 25 石戸珠算学園 山下 成 24 石戸珠算学園 田中 優海

25 速算教室弾･DAN 菅野 陽斗 25 小笠原珠算学園 工藤 莉麻 26 すくすくそろばん 大里 瑛奈

25 石戸珠算学園 柴田 万貴 25 まんてんスマイル 百瀬 心晴 27 石戸珠算学園 杉山 祐樹

28 石戸珠算学園 北川 観廣 28 興学社学園 木村 瑠南 28 松栄堂キッズアカデミーいしど式そろばん教室 大久保 翠

29 石戸珠算学園 阿部 桜介 28 石戸珠算学園 宇治野 勇真 29 石戸珠算学園 千葉 琳

29 石戸珠算学園 山口 美晴 28 松栄堂キッズアカデミーいしど式そろばん教室 加藤 由紗 30 まんてんスマイル 王 偲棋

29 石戸珠算学園 八田 兜磨 28 速算教室弾･DAN 神田 伸盛

29 創優珠算学園 小塚雅姫

【中学3年以上】

順位 塾名 名前

1 トビーそろばん教室 藤本 真喜

2 興学社学園 櫻井 将也

3 石戸珠算学園 梨本 悦子

4 石戸珠算学園 北條 真知子

5 いしど式速算義塾 原 美弥子

6 石戸珠算学園 藏根 美菜

7 わたなべそろばん速算教室 吉川 貫一郎

8 すくすくそろばん 岡田 弘子

9 石戸珠算学園 角 脩平

10 石戸珠算学園 中山 恵美

11 石戸珠算学園 伊藤 陽紀

12 石戸珠算学園 中川 美鳥

13 石戸珠算学園 佐藤 桃華

14 石戸珠算学園 金井 伸子

15 石戸珠算学園 榎本 彩希

15 石戸珠算学園 大熊 三枝

15 石戸珠算学園 丹下 淑江

18 石戸珠算学園 萩原 淳子

19 石戸珠算学園 堂園 恭佑

19 石戸珠算学園 竹 いづみ

21 石戸珠算学園 牛尾 曜子

22 石戸珠算学園 土橋 洋子

23 石戸珠算学園 松井 綾子

24 石戸珠算学園 赤羽 由佳梨

24 石戸珠算学園 佐藤 大樹

24 石戸珠算学園 井村 真奈美

24 みかそろばん教室 伊藤雅子

28 石戸珠算学園 オギハラ シゲノリ

29 ひのき進学教室 鈴木 由空

29 石戸珠算学園 高橋 克年


