
順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな キッズカルチャーOZ 小６ 村田 泰樹 むらた たいき

優勝 いしど式速算義塾 小５ 木村 柊也 きむら しゅうや 優勝 いしど式速算義塾 小５ 木村 柊也 きむら しゅうや 優勝 いしど式速算義塾 小５ 木村 柊也 きむら しゅうや キッズスクールひかり速算教室 小２ 住川 将梧 すみかわ しょうご

2位 いしど式速算義塾 小４ 西村 隆汰 にしむら りゅうた 2位 いしど式速算義塾 小４ 福島 僚太 ふくしま りょうた 優勝 いしど式速算義塾 小５ 荒井 実優 あらい みゆう 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 山沖 和司 やまおき かずもり

2位 いしど式速算義塾 小５ 荒井 実優 あらい みゆう 2位 ドリームキッズ 小５ 新井 優太 あらい ゆうた 2位 ドリームキッズ 中１ 西浦 綾乃 にしうら あやの 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 数田 麻華 かずた まはな

2位 ドリームキッズ 中３ 町田 葵妃 まちだ きき 3位 いしど式速算義塾 小４ 西村 隆汰 にしむら りゅうた 2位 ドリームキッズ 小５ 新井 優太 あらい ゆうた いしど式速算義塾 小４ 福島 僚太 ふくしま りょうた

3位 いしど式速算義塾 小４ 福島 僚太 ふくしま りょうた 3位 いしど式速算義塾 小５ 荒井 実優 あらい みゆう 2位 みらいくキッズ 小６ 髙尾 結衣 たかお ゆい キッズカルチャーOZ 小４ 石川 みう いしかわ みう

3位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 橋本 芽依 はしもと めい 3位 キッズカルチャーOZ 中１ 三橋 結衣菜 みつはし ゆいな 3位 いしど式速算義塾 小５ 小川 梨真 おがわ りま 興学社学園 小４ 中西 真桜 なかにし まお

3位 キッズスクールひかり速算教室 小６ 都築 史帆 つづき しほ 3位 キッズカルチャーOZ 小５ 山脇 璃子 やまわき りこ 3位 キッズカルチャーOZ 中１ 三橋 結衣菜 みつはし ゆいな 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 山内 理愛 やまうち りあ

3位 キッズスクールひかり速算教室 小６ 五代 凛太 ごだい りんた 3位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 橋本 芽依 はしもと めい 3位 キッズカルチャーOZ 小６ 村田 泰樹 むらた たいき ヒルズキッズ 小２ 山田 伊織 やまだ いおり

3位 スラスラそろばん 小５ 杉園 啓仁 すぎぞの けいと 3位 キッズスクールひかり速算教室 小６ 都築 史帆 つづき しほ 3位 キッズカルチャーOZ 小５ 山脇 璃子 やまわき りこ 新百合そろばんスクール 小４ 杉田 耀佑 すぎた ようすけ

3位 ドリームキッズ 小５ 新井 優太 あらい ゆうた 3位 キッズスクールひかり速算教室 小４ 五代 莉瑚 ごだい りこ 3位 キッズスクールひかり速算教室 小４ 五代 莉瑚 ごだい りこ

3位 ドリームキッズ 中１ 西浦 綾乃 にしうら あやの 3位 キッズブレインそろばん教室 小３ 内山 碧 うちやま あおい 3位 ドリームキッズ 中３ 町田 葵妃 まちだ きき

3位 パチパチそろばん速算スクール 小６ 上田 朋佳 うえだ ともか 3位 スラスラそろばん 小２ 中谷 英怜奈 なかたに えれな 3位 パチパチそろばん速算スクール 小６ 中嶋 あゆ なかじま あゆ

3位 パチパチそろばん速算スクール 小６ 白橋 茉結 しらはし まゆ 3位 ドリームキッズ 中３ 町田 葵妃 まちだ きき 3位 パチパチそろばん速算スクール 小６ 白橋 茉結 しらはし まゆ 教室名

3位 ヒルズキッズ 小４ 大野 暖翔 おおの はると 3位 ヒルズキッズ 小４ 大野 暖翔 おおの はると 3位 ヒルズキッズ 小５ 川内 愛生 かわち あおい いしど式速算義塾

3位 べるく・そろばん教室 小４ 木内 雅人 きうち まさと 3位 べるく・そろばん教室 小４ 木内 雅人 きうち まさと 3位 ヒルズキッズ 小４ 大野 暖翔 おおの はると ドリームキッズ

3位 みにつくクラブ 小６ 小倉 大空 おぐら そら 3位 興学社学園 小５ 神田 実優 かんだ みう 3位 みらいくキッズ 中１ 藤本 翔太 ふじもと しょうた 明光そろばん田端本駒込教室

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 山沖 和司 やまおき かずもり 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 貫井心々音 ぬくい ここね 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小５ 桑原 花歩 くわはら かほ キッズスクールひかり速算教室

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 諸見 藍 もろみ らん 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 山沖 和司 やまおき かずもり 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 山沖 和司 やまおき かずもり ヒルズキッズ

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 安東 才輝 あんどう さき パチパチそろばん速算スクール

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 諸見 藍 もろみ らん スラスラそろばん

順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 興学社学園

優勝 いしど式速算義塾 年長 加藤 悠姫 かとう ゆうき 優勝 いしど式速算義塾 年長 加藤 悠姫 かとう ゆうき 中澤珠算教室

2位 ヒルズキッズ 小２ 小川 徳郎 おがわ とくろう 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 2位 いしど式速算義塾 小１ 山内 彩花 やまうち あやか キッズカルチャーOZ

2位 ライズそろばん教室 年長 湯澤 蒼 ゆざわ そう 優勝 ライズそろばん教室 年長 湯澤 蒼 ゆざわ そう 2位 中澤珠算教室 小４ 廣田 智子 ひろた ともこ 明光そろばんMeiko Plaza Kids

2位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 奥本 凱二 おくもと かいじ 2位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 小島 心 こじま しん 3位 キッズカルチャーOZ 中１ 多賀 春樹 たが はるき 明光そろばん王子西日暮里教室

3位 いしど式速算義塾 小６ 渡辺 愛菜 わたなべ あいな 2位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 奥本 凱二 おくもと かいじ 3位 キッズカルチャーOZ 小６ 村田 泰雅 むらた たいが みにつくクラブ

3位 いしど式速算義塾 小１ 山内 彩花 やまうち あやか 3位 いしど式速算義塾 年長 加藤 悠姫 かとう ゆうき 3位 キッズスクールひかり速算教室 小４ 都築 祐翔 つづき ひろと ゆうき速算スクール 曳舟教室

3位 キッズスクールひかり速算教室 小４ 都築 祐翔 つづき ひろと 3位 いしど式速算義塾 小１ 山内 彩花 やまうち あやか 3位 スラスラそろばん 小２ 村上 稜 むらかみ りょう べるく・そろばん教室

3位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 小島 心 こじま しん 3位 いしど式速算義塾 小４ 磯貝 陸斗 いそがい りくと 3位 ドリームキッズ 小６ 髙田 春陽 たかだ はるひ キッズブレインそろばん教室

3位 スラスラそろばん 小２ 椿 彩香 つばき あやか 3位 キッズスクールひかり速算教室 小４ 都築 祐翔 つづき ひろと 3位 べるく・そろばん教室 中１ 河添 真歩 かわぞえ まほ みらいくキッズ

3位 スラスラそろばん 小２ 村上 稜 むらかみ りょう 3位 スラスラそろばん 小２ 村上 稜 むらかみ りょう 3位 みにつくクラブ 中１ 坂田 結唯 さかた ゆい いしど式そろばん教室宮地楽器

3位 ドリームキッズ 小６ 髙田 春陽 たかだ はるひ 3位 ドリームキッズ 小６ 髙田 春陽 たかだ はるひ 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 小栗 咲希 おぐり さき ライズそろばん教室

3位 ヒルズキッズ 小３ 梅沢 佑太 うめざわ ゆうた 3位 ヒルズキッズ 小３ 梅沢 佑太 うめざわ ゆうた 3位 興学社学園 小６ 金子 蓮 かねこ れん 新百合そろばんスクール

3位 ヒルズキッズ 小２ 加藤 有音 かとう あると 3位 べるく・そろばん教室 中１ 河添 真歩 かわぞえ まほ 3位 興学社学園 小６ 佐々木 佑弥 ささき ゆうや

3位 ヒルズキッズ 小５ 山下 慶 やました けい 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小１ 原田 玲奈 はらだ れな 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 塚田 奏 つかだ かなで

3位 ヒルズキッズ 小４ 領家 伶紗 りょうけ れいさ 3位 興学社学園 小５ 星 衣織 ほし いおり 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小６ 牟田 琴未 むた ことみ

3位 興学社学園 小３ 源 心也 みなもと しんや 3位 興学社学園 小６ 金子 蓮 かねこ れん 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小５ 齊藤 弘夏 さいとう ひろか

3位 興学社学園 年長 金城 龍治 かねしろ りゅうじ 3位 中澤珠算教室 小２ 山口 慶和 やまぐち よしかず

3位 中澤珠算教室 小２ 山口 慶和 やまぐち よしかず 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小５ 加納 季楓 かのう きふう

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 塚田 奏 つかだ かなで 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 緒方 優羽 おがた ゆうわ 優勝 ドリームキッズ 小６ 明石 康平 あかし こうへい

順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小３ 菅原 凜音 すがわら りお 優勝 パチパチそろばん速算スクール 小４ 荻津 咲希 おぎつ さき

優勝 ヒルズキッズ 小２ 山田 伊織 やまだ いおり 優勝 ヒルズキッズ 小２ 山田 伊織 やまだ いおり

2位 スラスラそろばん 小４ 原 慈美 はら いつみ 優勝 べるく・そろばん教室 小５ 酒井 要 さかい かなめ

2位 ドリームキッズ 小６ 明石 康平 あかし こうへい 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 2位 キッズカルチャーOZ 小４ 大矢 陽摩 おおや はるま

2位 中澤珠算教室 小３ 植田 空 うえた そら 優勝 ドリームキッズ 小６ 明石 康平 あかし こうへい 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 森山 煌大 もりやま こうた

3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 森山 煌大 もりやま こうた 2位 べるく・そろばん教室 小４ 田原 結菜 たわら ゆうな 3位 いしど式速算義塾 小４ 青影 和沙 あおかげ かずさ

3位 いしど式速算義塾 小３ 木村 尊 きむら たける 2位 明光そろばん王子西日暮里教室 年長 松本 ゆり まつもと ゆり 3位 いしど式速算義塾 小３ 木村 尊 きむら たける

3位 キッズスクールひかり速算教室 小２ 住川 将梧 すみかわ しょうご 3位 いしど式速算義塾 小６ 青影 有咲 あおかげ ゆさ 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 橋本 茉奈 はしもと まな

3位 キッズブレインそろばん教室 小１ 櫻井 庵 さくらい いおり 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 石川 みう いしかわ みう 3位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 伊良波 心遥 いらは こはる

3位 キッズブレインそろばん教室 小２ 五井 陽菜 ごい ひな 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 橋本 茉奈 はしもと まな 3位 スラスラそろばん 小３ 杉園 心彩 すぎぞの みいろ

3位 スラスラそろばん 小３ 杉園 心彩 すぎぞの みいろ 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 大矢 陽摩 おおや はるま 3位 スラスラそろばん 小５ 佐々木 耕 ささき こう

3位 スラスラそろばん 小２ 神保 孝太 じんぼ こうた 3位 キッズスクールひかり速算教室 小２ 住川 将梧 すみかわ しょうご 3位 ドリームキッズ 小５ 武田 凌輔 たけだ りょうすけ

3位 ドリームキッズ 小５ 武田 凌輔 たけだ りょうすけ 3位 キッズスクールひかり速算教室 小５ 伊良波 心遥 いらは こはる 3位 べるく・そろばん教室 小４ 田原 結菜 たわら ゆうな

3位 パチパチそろばん速算スクール 小４ 荻津 咲希 おぎつ さき 3位 キッズブレインそろばん教室 小１ 櫻井 庵 さくらい いおり 3位 べるく・そろばん教室 小３ 大西 美和 おおにし みちか

3位 べるく・そろばん教室 小４ 田原 結菜 たわら ゆうな 3位 スラスラそろばん 小３ 杉園 心彩 すぎぞの みいろ 3位 みにつくクラブ 小５ 佐藤 航大 さとう こうだい

3位 べるく・そろばん教室 小３ 大西 美和 おおにし みちか 3位 スラスラそろばん 小２ 神保 孝太 じんぼ こうた 3位 みらいくキッズ 小３ 髙尾 結希 たかお ゆうき

3位 みにつくクラブ 小３ 小蔵 もあ おぐら もあ 3位 スラスラそろばん 小４ 原 慈美 はら いつみ 3位 みらいくキッズ 小６ 大和 光舞 やまと ひまり

3位 みにつくクラブ 小５ 並木 暖花 なみき ののか 3位 ドリームキッズ 小５ 武田 凌輔 たけだ りょうすけ 3位 みらいくキッズ 小５ 石田 草太 いしだ そうた

3位 みらいくキッズ 小３ 髙尾 結希 たかお ゆうき 3位 ヒルズキッズ 小２ 山田 伊織 やまだ いおり 3位 ライズそろばん教室 小４ 上浦 仁誠 かみうら じんせい

3位 興学社学園 小４ 中村 和照 なかむら かずてる 3位 べるく・そろばん教室 小５ 酒井 要 さかい かなめ 3位 興学社学園 小５ 岡村 衣知乃 おかむら いちの

3位 興学社学園 小４ 中西 真桜 なかにし まお 3位 べるく・そろばん教室 小３ 大西 美和 おおにし みちか 3位 興学社学園 小５ 小野澤 拓海 おのざわ たくみ

3位 興学社学園 小１ 源 桐也 みなもと とうや 3位 みにつくクラブ 小３ 小蔵 もあ おぐら もあ 3位 新百合そろばんスクール 小３ 南本 治輝 みなみもと はるき

3位 興学社学園 小５ 岡村 衣知乃 おかむら いちの 3位 興学社学園 小４ 中村 和照 なかむら かずてる 3位 中澤珠算教室 小３ 藤田 桜子 ふじた さくらこ

3位 新百合そろばんスクール 小３ 南本 治輝 みなみもと はるき 3位 興学社学園 小１ 源 桐也 みなもと とうや 3位 中澤珠算教室 小３ 植田 空 うえた そら

3位 中澤珠算教室 小３ 藤田 桜子 ふじた さくらこ 3位 中澤珠算教室 小３ 植田 空 うえた そら 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小２ 木村 亮介 きむら りょうすけ

3位 中澤珠算教室 小４ 坂爪 雄飛 さかつめ ゆうひ 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 石井 大翔 いしい ひろと 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小４ 寺田 歩生 てらだ あゆむ

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小６ 臼井 日優 うすい ちひろ 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小４ 須永 開晴 すなが かいせい

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小３ 松永 凪央 まつなが なお 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 石井 大翔 いしい ひろと

順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 田邉 麻美子 たなべ まみこ 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小６ 臼井 日優 うすい ちひろ

優勝 いしど式そろばん教室宮地楽器 年長 齋藤 圭 さいとう けい 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小2 楊 佳憙 よう かき 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 佐倉 凪 さくら なぎ

2位 キッズスクールひかり速算教室 小６ 西嶋 唯人 にしじま ゆいと 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 清水 大河 しみず たいが

2位 ドリームキッズ 小４ 明石 珠実 あかし たまみ 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 田邉 麻美子 たなべ まみこ

2位 明光そろばん王子西日暮里教室 小２ 白 翔太 はく しょうた 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小５ 北野 聖奈 きたの せいな 優勝 いしど式そろばん教室宮地楽器 年長 齋藤 圭 さいとう けい

3位 いしど式速算義塾 小３ 大川 栞奈 おおかわ かんな 優勝 ドリームキッズ 小４ 明石 珠実 あかし たまみ 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 いしど式速算義塾 小４ 高柳 祐介 たかやなぎ ゆうすけ 2位 キッズブレインそろばん教室 小１ 角田 悠奈 つのだ ゆな 優勝 キッズスクールひかり速算教室 小６ 西嶋 唯人 にしじま ゆいと

3位 キッズカルチャーOZ 小２ 今屋 晴 いまや はる 2位 明光そろばん王子西日暮里教室 小２ 菊池 望愛奈 きくち もえな 2位 いしど式そろばん教室宮地楽器 年長 齋藤 圭 さいとう けい

3位 スラスラそろばん 小４ 猪野 結香 いの ゆいか 3位 いしど式速算義塾 小４ 高柳 祐介 たかやなぎ ゆうすけ 2位 いしど式速算義塾 小４ 高柳 祐介 たかやなぎ ゆうすけ

3位 ヒルズキッズ 小２ 諏佐 心乃助 すさ しんのすけ 3位 キッズカルチャーOZ 小２ 今屋 晴 いまや はる 2位 興学社学園 小６ 小森 渉未 こもり あゆみ

3位 べるく・そろばん教室 小３ 畠山 空來 はたけやま そら 3位 キッズスクールひかり速算教室 小６ 西嶋 唯人 にしじま ゆいと 2位 中澤珠算教室 小３ 廣田 絢子 ひろた あやこ

3位 みにつくクラブ 小４ 岩沢 悠里 いわさわ ゆうり 3位 スラスラそろばん 小４ 谷口 諒 たにぐち りょう 2位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 大橋 皆人 おおはし みなと

3位 ライズそろばん教室 小４ 吉永 芽生 よしなが めい 3位 べるく・そろばん教室 小３ 畠山 空來 はたけやま そら 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小５ 北野 聖奈 きたの せいな

3位 興学社学園 小５ 森 祐貴 もり ゆうき 3位 みにつくクラブ 小４ 岩沢 悠里 いわさわ ゆうり 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小５ 白橋 彩香 しらはし あやか

3位 興学社学園 小５ 松本 龍弥 まつもと たつや 3位 ライズそろばん教室 小2 五ノ井 歩 ごのい あゆむ 3位 いしど式速算義塾 小３ 大川 栞奈 おおかわ かんな

3位 興学社学園 小４ 賀村 琥太郎 がむら こたろう 3位 ライズそろばん教室 小４ 吉永 芽生 よしなが めい 3位 スラスラそろばん 小４ 設樂 栞和 したら かんな

3位 興学社学園 小６ 二階堂 悠人 にかいどう ゆうと 3位 興学社学園 小６ 二階堂 悠人 にかいどう ゆうと 3位 スラスラそろばん 小５ 平野 疾風 ひらの はやて

3位 中澤珠算教室 小３ 廣田 絢子 ひろた あやこ 3位 興学社学園 小５ 松本 龍弥 まつもと たつや 3位 ドリームキッズ 小４ 明石 珠実 あかし たまみ

3位 中澤珠算教室 小２ 佐藤 隆斗 さとう りゅうと 3位 興学社学園 中１ 遠藤 修士 えんどう しゅうじ 3位 みにつくクラブ 小４ 板垣 はな いたがき はな

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小４ 澤田 絆那 さわだ はんな 3位 興学社学園 小４ 三舩 大幸 みふね ひろゆき 3位 みにつくクラブ 小４ 岩沢 悠里 いわさわ ゆうり

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小２ 菊池 望愛奈 きくち もえな 3位 中澤珠算教室 小２ 佐藤 隆斗 さとう りゅうと 3位 ライズそろばん教室 小４ 吉永 芽生 よしなが めい

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小３ ハンガイ テムゲ はんがい てむげ 3位 中澤珠算教室 小３ 廣田 絢子 ひろた あやこ 3位 興学社学園 小４ 石橋 謙 いしばし けん

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 星野 映九 ほしの えいきゅう 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 伊藤 有汰 いとう ゆうた 3位 興学社学園 小６ 二階堂 悠人 にかいどう ゆうと

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小４ 澤田 絆那 さわだ はんな 3位 興学社学園 小４ 賀村 琥太郎 がむら こたろう

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 江田 智樹 えだ ともき 3位 興学社学園 小２ 平山 楓 ひらやま かえで

順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小２ 白 翔太 はく しょうた 3位 新百合そろばんスクール 小３ 曽根 涼真 そね りょうま

優勝 ドリームキッズ 小５ 髙田 咲愛 たかだ さくら 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小３ ハンガイ テムゲ はんがい てむげ 3位 新百合そろばんスクール 小４ 菅原 毅一 すがわら きいち

2位 いしど式速算義塾 小３ 小川 依真 おがわ えま 3位 明光そろばん田端本駒込教室 年長 谷井 華英 たにい はなえ 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小３ 江田 智樹 えだ ともき

2位 キッズカルチャーOZ 小３ 山内 涼世 やまうち りょうせい 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小１ 山内 理央奈 やまうち りおな 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小４ 佐倉 鈴 さくら すず

2位 べるく・そろばん教室 小１ 畠山 倫太郎 はたけやまりんたろう 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 施 旻涛 し びんとう 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小４ 栗下 紗來 くりした さら

3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 堀田 夏叶 ほった かほ

3位 キッズカルチャーOZ 小２ 芹澤 直歩 せりざわ なほ

3位 キッズカルチャーOZ 小３ 上田 紫暖 うえだ しのん 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 キッズスクールひかり速算教室 小１ 会田 直樹 あいだ なおき 優勝 いしど式速算義塾 小３ 小川 依真 おがわ えま 優勝 キッズスクールひかり速算教室 小１ 会田 直樹 あいだ なおき

3位 スラスラそろばん 小４ 大賀 結加 おおが ゆいか 2位 べるく・そろばん教室 小１ 畠山 倫太郎 はたけやまりんたろう 2位 いしど式速算義塾 小３ 小川 依真 おがわ えま

3位 パチパチそろばん速算スクール 小４ 田森 千尋 たもり ちひろ 2位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 飯塚 真弘 いいづか まさひろ 2位 興学社学園 小５ 山岡 友梨子 やまおか ゆりこ

3位 パチパチそろばん速算スクール 小２ 王 成蹊 わん ちぇんしー 3位 キッズカルチャーOZ 小３ 山内 涼世 やまうち りょうせい 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 秋山 将人 あきやま まさと

3位 みにつくクラブ 小４ 山口 桃果 やまぐち ももか 3位 キッズカルチャーOZ 小３ 上田 紫暖 うえだ しのん 3位 キッズカルチャーOZ 小３ 山内 涼世 やまうち りょうせい

3位 みらいくキッズ 小４ 遠藤 瑚子 えんどう ここ 3位 キッズカルチャーOZ 小３ 山田 青空 やまだ せいら 3位 スラスラそろばん 小４ 大賀 結加 おおが ゆいか

3位 みらいくキッズ 小６ 井上 理子 いのうえ りこ 3位 キッズスクールひかり速算教室 小１ 会田 直樹 あいだ なおき 3位 ドリームキッズ 小５ 髙田 咲愛 たかだ さくら

3位 興学社学園 小５ 多田 詩 ただ うた 3位 スラスラそろばん 小４ 大賀 結加 おおが ゆいか 3位 ヒルズキッズ 小３ 中嶋 琴羽 なかじま ことは

3位 興学社学園 小３ 石井 玲奈 いしい れな 3位 みにつくクラブ 小４ 山口 桃果 やまぐち ももか 3位 みにつくクラブ 小４ 山口 桃果 やまぐち ももか

3位 興学社学園 小５ 川内 心優 かわうち みゆう 3位 みらいくキッズ 小５ 武田 英馬 たけだ てるま 3位 みらいくキッズ 小４ 遠藤 瑚子 えんどう ここ

3位 興学社学園 小５ 山岡 友梨子 やまおか ゆりこ 3位 みらいくキッズ 小５ 武田 明馬 たけだ はるま 3位 みらいくキッズ 小５ 武田 明馬 たけだ はるま

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小１ 扇浦 禾帆 おうぎうら かほ 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 荻島 かんな おぎしま かんな 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 荻島 かんな おぎしま かんな

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 飯塚 真弘 いいづか まさひろ 3位 興学社学園 中２ 熊坂 玲音 くまさか れおん 3位 興学社学園 小３ 村松 蒼馬 むらまつ あおま

3位 明光そろばん田端本駒込教室 小１ 大木 佑真 おおき ゆうま 3位 興学社学園 小３ 清水 万優 しみず まゆ 3位 興学社学園 小３ 清水 万優 しみず まゆ

3位 興学社学園 小４ 小松 真丈 こまつ まひろ 3位 興学社学園 小４ 小松 真丈 こまつ まひろ

3位 興学社学園 小５ 多田 詩 ただ うた 3位 興学社学園 小６ 大谷 尚輝 おおたに なおき

順位 教室名 学年 氏名 ふりがな 3位 中澤珠算教室 小３ 竹本 昴琉 たけもと すばる 3位 興学社学園 小５ 佐藤 瑞樹 さとう みずき

優勝 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 前原 優 まえはら ゆう 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小１ 扇浦 禾帆 おうぎうら かほ 3位 興学社学園 小５ 川内 心優 かわうち みゆう

2位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小２ 顧 佑希 ぐう ようし 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小２ 宮本 あかね みやもと あかね 3位 新百合そろばんスクール 小３ ファン広亮 ふぁん こうすけ

2位 みにつくクラブ 小１ 島川 航太朗 しまかわ こうたろう 3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小２ 青木 歌蓮 あおき かれん 3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小１ 扇浦 禾帆 おうぎうら かほ

2位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小５ 高橋 優斗 たかはし ゆうと 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小１ 大木 佑真 おおき ゆうま 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 柏木 結衣 かしわぎ ゆい

3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 松本 純弥 まつもと じゅんや 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 壹岐 陽佳里 いき ひかり 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小２ 飯塚 真弘 いいづか まさひろ

3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小１ 高橋 優 たかはし ゆう 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小３ 加藤 瑛斗 かとう えいと

3位 いしど式速算義塾 小１ 木村 純怜 きむら すみれ 3位 明光そろばん田端本駒込教室 小１ 大木 佑真 おおき ゆうま

3位 キッズカルチャーOZ 小４ 須田 明日香 すだ あすか 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 キッズカルチャーOZ 小４ 伊藤 舞衣子 いとう まいこ 優勝 明光そろばん王子西日暮里教室 年長 南場 結羽 なんば ゆわ

3位 スラスラそろばん 小２ 堀内 結衣子 ほりうち ゆいこ 2位 みにつくクラブ 小１ 島川 航太朗 しまかわ こうたろう 順位 教室名 学年 氏名 ふりがな

3位 スラスラそろばん 小４ 岡本 紗和 おかもと さわ 2位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小５ 高橋 優斗 たかはし ゆうと 優勝 キッズカルチャーOZ 小４ 須田 明日香 すだ あすか

3位 スラスラそろばん 小１ 関 恵美 せき めぐみ 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 松本 純弥 まつもと じゅんや 2位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 前原 優 まえはら ゆう

3位 パチパチそろばん速算スクール 小２ 志波 寧人 しわ ねいと 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小１ 高橋 優 たかはし ゆう 2位 興学社学園 小６ 横溝 彩月 よこみぞ あやな

3位 ヒルズキッズ 小２ 早川 空汰 はやかわ そらた 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 伊藤 舞衣子 いとう まいこ 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小２ 顧 佑希 ぐう ようし

3位 べるく・そろばん教室 小４ 遠藤 優 えんどう ゆう 3位 キッズカルチャーOZ 小４ 須田 明日香 すだ あすか 3位 いしど式そろばん教室宮地楽器 小３ 松本 純弥 まつもと じゅんや

3位 みにつくクラブ 小４ 根岸 流菜 ねぎし るな 3位 スラスラそろばん 小１ 関 恵美 せき めぐみ 3位 いしど式速算義塾 小１ 木村 純怜 きむら すみれ

3位 みらいくキッズ 小４ 栗原 慶治 くりはら けいじ 3位 スラスラそろばん 小２ 跡部 十和 あとべ とわ 3位 いしど式速算義塾 小２ 近藤 汐夏 こんどう しおか

3位 みらいくキッズ 小３ 加茂 錬将 かも れんすけ 3位 スラスラそろばん 小２ 堀内 結衣子 ほりうち ゆいこ 3位 いしど式速算義塾 小２ 渡辺 瑛太 わたなべ えいた

3位 みらいくキッズ 小３ 村上 漣 むらかみ れん 3位 スラスラそろばん 小３ 國松 大隼 くにまつ だいと 3位 スラスラそろばん 小２ 堀内 結衣子 ほりうち ゆいこ

3位 みらいくキッズ 小４ 片岡 美裕 かたおか みゆ 3位 ヒルズキッズ 小２ 早川 空汰 はやかわ そらた 3位 スラスラそろばん 小１ 大賀 悠士郎 おおが ゆうしろう

3位 興学社学園 小５ 佐藤 雄大 さとう ゆうだい 3位 べるく・そろばん教室 小４ 遠藤 優 えんどう ゆう 3位 スラスラそろばん 小１ 関 恵美 せき めぐみ

3位 興学社学園 小６ 横溝 彩月 よこみぞ あやな 3位 みらいくキッズ 小４ 栗原 慶治 くりはら けいじ 3位 スラスラそろばん 年長 安藤 優希歩 あんどう ゆきほ

3位 興学社学園 中１ 河口 達哉 かわぐち たつや 3位 ゆうき速算スクール 曳舟教室 小３ 前原 優 まえはら ゆう 3位 スラスラそろばん 小２ 跡部 十和 あとべ とわ

3位 興学社学園 小２ 長南 杏珠 ちょうなん あんじゅ 3位 興学社学園 小３ 土井 桐至 どい とうじ 3位 スラスラそろばん 小４ 岡本 紗和 おかもと さわ

3位 興学社学園 小３ 桑原 絵香 くわはら えか 3位 興学社学園 小１ 毛利 健 もうり たける 3位 パチパチそろばん速算スクール 小２ 志波 寧人 しわ ねいと

3位 興学社学園 小３ 土井 桐至 どい とうじ 3位 興学社学園 小５ 山下 璃斗 やました りと 3位 ヒルズキッズ 小２ 早川 空汰 はやかわ そらた

3位 興学社学園 小２ 佐川 灯護 さがわ とうご 3位 興学社学園 小４ 並木 希 なみき のぞむ 3位 みにつくクラブ 小１ 島川 航太朗 しまかわ こうたろう

3位 中澤珠算教室 小２ 川越 雄星 かわごえ ゆうせい 3位 中澤珠算教室 小２ 吉野 颯真 よしの そうま 3位 みにつくクラブ 小４ 根岸 流菜 ねぎし るな

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 年長 南場 結羽 なんば ゆわ 3位 みらいくキッズ 小４ 栗原 慶治 くりはら けいじ

3位 みらいくキッズ 小３ 村上 漣 むらかみ れん

3位 みらいくキッズ 小４ 脊山 夏海 せやま なつみ

3位 興学社学園 小３ 菊田 紗未 きくた すずみ

3位 興学社学園 小２ 飯島 佐知 いいじま さち

3位 興学社学園 小２ 包 阿迪亜 ぼぉ あでぃや

3位 興学社学園 小４ 並木 希 なみき のぞむ

3位 興学社学園 小３ 土井 桐至 どい とうじ

3位 興学社学園 小４ 永田 優奈 ながた ゆうな

3位 興学社学園 小２ 田村 康希 たむら こうき

3位 興学社学園 小３ 桑原 絵香 くわはら えか

3位 興学社学園 小４ 本蔵 梨希 もとくら りの

3位 興学社学園 小４ 中川 孔佑 なかがわ こうすけ

3位 中澤珠算教室 小２ 田上 聖夏 たがみ せな

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小５ 高橋 優斗 たかはし ゆうと

3位 明光そろばんMeiko Plaza Kids 小１ 齋藤 季里 さいとう きさと

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 年長 南場 結羽 なんば ゆわ

3位 明光そろばん王子西日暮里教室 小３ 松浦 芳樹 まつうら よしき
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第6回京浜カップオンライン大会　入賞者

個人総合競技 読上暗算競技 読上算競技
ダイヤモンド賞
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