
【年中】 【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 石戸珠算学園 服部 一真 1 るき珠算教室 今井 咲結 1 るき珠算教室 笠井 真帆

2 ワクムス 島田翼 2 第一ゼミナール 吉村 千輝

3 ゆうき速算スクール 中野 紗良 3 明光そろばん 扇浦 禾帆

【年長】 4 小笠原珠算学園 武藤 蓮太朗 3 石戸珠算学園 内藤 梨愛

順位 塾名 名前 4 るき珠算教室 児玉 和真 3 ソレイユそろばん速算教室 小林大和

1 石戸珠算学園 佐藤 希美 6 明光そろばん 南場 結羽 3 IQそろばん教室 平内　鈴音

2 石戸珠算学園 寺田 結佳 7 石戸珠算学園 山口 恵万莉 7 第一ゼミナール 柴田 晃

3 トビーそろばん教室 廣谷 賢 8 フィット速算そろばん教室 黒木 理央 7 キタン塾 織田　登理
4 石戸珠算学園 藤本 奏史 8 石戸珠算学園 安田 修翔 9 ステップキッズ 神谷　直輝

5 石戸珠算学園 大山 万梨子 10 石戸珠算学園 植木 哉太 10 石戸珠算学園 佐藤 美羽

6 石戸珠算学園 十時 岳 11 石戸珠算学園 瀧井 志織 11 いしど式速算義塾 鈴木 咲香

7 石戸珠算学園 藤井 達暉 12 石戸珠算学園 鈴木 隆雄 12 天王予備校 橋田 梨湖

8 石戸珠算学園 篠木 秀仁 13 石戸珠算学園 竹内 優幸 13 ヒルズキッズ 辻本　季生

13 石戸珠算学園 船津 乃愛 14 ピコそろばんアカデミー 馬木 統至

15 ピコそろばんアカデミー 園田 澪 15 いしど式速算義塾 木村 純怜

16 むぎ進学教室 養老 博翔 15 明光そろばん 山根 匡人

17 石戸珠算学園 饒 思瑜 17 スラスラそろばん 大賀 悠士郎

17 ｷｯｽﾞｶﾙﾁｬｰOZ 石井陽那太 18 トビーそろばん教室 清岡 路範

19 スラスラそろばん 間山 湊斗 18 キッズスクールひかり速算教室 会田　直樹

19 石戸珠算学園 植木 應太 20 興学社学園 芝 結羽

21 石戸珠算学園 西川 慶人 20 石戸珠算学園 林 俊逸

21 いしど式速算義塾 中林 航 22 スラスラそろばん 関 恵美

23 脳鍛フルトそろばん 石野はな 22 石戸珠算学園 上山 凛乃

24 石戸珠算学園 吉田 桃香 24 明光そろばん 諏訪 圭

25 明光そろばん 谷井 華英 24 石戸珠算学園 遠藤 義幸

26 興学社学園 岩本 礼 26 トビーそろばん教室 朝倉 大貴

27 石戸珠算学園 郡司 遊季 26 明光そろばん 清水 湊

27 石戸珠算学園 平林 優花 26 小笠原珠算学園 加藤 祐也

29 明光そろばん 笹岡 衛人 29 中澤珠算教室 樋山 凌太

30 トビーそろばん教室 木下 陽翔 29 小笠原珠算学園 新井 結人

29 石戸珠算学園 籾山 定佑

【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 キッズブレインそろばん教室 岡崎 響 1 小笠原珠算学園 関沢 咲彩 1 トビーそろばん教室 細川 修

2 ピコそろばんアカデミー 岩成 彩衣 2 ブイシード 藤井 陽穂 2 そろばんセンター 石和田 梓

3 石戸珠算学園 金 智宇 3 トビーそろばん教室 添田 夏帆 3 いしど式そろばんゆめきっず 宮本 叶和子

3 ヒルズキッズ 土師　彩葉 3 トビーそろばん教室 藤本 和希 4 るき珠算教室 三田 愛珠

5 サムクリエーション珠算学院 柳生　周音 3 石戸珠算学園 鈴木 沙耶 5 みかそろばん教室 宮本真由子

6 いしど式そろばん教室宮地楽器 顧 佑希 6 石戸珠算学園 森住 雪乃 6 サムクリエーション珠算学院 宮坂　侑樹

6 ゆうき速算スクール 野原 明日香 7 ゆうき速算スクール 土居 夢果 7 うすい学園 渡辺 知音

8 中澤珠算教室 佐藤 隆斗 8 明光そろばん 曽根 昌景 8 キタン塾 矢島　考将
8 るき珠算教室 山田 惇平 9 いしど式そろばんゆめきっず 竹本 瑛都 9 第一ゼミナール 岡崎 花音

10 ワクムス 市村翔 9 石戸珠算学園 中川 正絆 9 ワクムス 南部兼史朗

11 ヒルズキッズ 諏佐心乃助 11 岩本珠算学園 三川峻平 11 そろばん学び舎 小林 里緒

12 ゆうき速算スクール 成田 紗英 12 興学社学園 梅澤 咲良 12 中澤珠算教室 和田 蘭香

12 ヒルズキッズ 吉岡　輝 12 ピコそろばんアカデミー 桑鶴 優希 12 明光そろばん 田島 未彩

14 第一ゼミナール 森 祐葵 14 前橋ゼミ 田中 道大 12 トビーそろばん教室 平田 智颯

15 ピコそろばんアカデミー 藤森 結愛 15 石戸珠算学園 三宅 公佳 15 サムクリエーション珠算学院 柳生　智行

15 石戸珠算学園 山崎 龍大 15 岩本珠算学園 船坂健翔 16 うすい学園 渡辺 柊音

17 フィット速算そろばん教室 大城 果帆 17 いしど式速算義塾 赤松 想太 17 石戸珠算学園 木村 帆花

17 明光そろばん 星野 映九 17 石戸珠算学園 檀浦 大和 17 べるく・そろばん教室 晴山 稜子

19 天王予備校 辻 信之助 17 石戸珠算学園 坂本 裕生 19 速算教室弾･DAN 赤木 のん乃

20 速算教室弾･DAN 後藤 駿斗 20 そろばん学び舎 小林 真緒 20 石戸珠算学園 宮嶋 蒼依

20 えがおくらぶ 井上　凜音 21 IQそろばん　 百島　楓 20 ヘッズアップセミナー 草野 詩歩

20 ワクムス 一柳茉帆 22 いしど式そろばん教室宮地楽器 松本 純弥 20 石戸珠算学園 篁 瑞希

23 第一ゼミナール 新堀 雄也 22 明光そろばん 松浦 芳樹 20 キタン塾 篠田　怜花
24 ヒルズキッズ 早川　空汰 22 ヒルズキッズ 小島　隼輝 24 ワクムス 久保奏輔

25 むぎ進学教室 折茂 泰成 25 小笠原珠算学園 水野 温翔 25 石戸珠算学園 西川 悠史

25 第一ゼミナール 田尻 真莉菜 25 ヘッズアップセミナー 今仲 陽菜 25 ガゼット 原口 悠香子

25 ヒルズキッズ 笹原　那成 25 サムクリエーション珠算学院 石坂　剛一朗 25 第一ゼミナール 大山 はな

25 ワクムス 松浦楽熙 28 キッズブレインそろばん教室 白川 葉奈 28 ブイシード 山本 圭吾

29 小笠原珠算学園 石川 楓和 28 興学社学園 中村 颯佑 28 小笠原珠算学園 金山 祐里奈

30 うすい学園 内藤 煌貴 28 石戸珠算学園 島村 猶之 28 岩本珠算学園 橋本沙季

28 前橋ゼミ 石塚 絢美

28 ワクムス 嵩本真大

28 サクセスそろばんクラブ 劉　智豪

28 ゆびっこそろばん 小林悠斗
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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 前橋ゼミ 土屋 航平 1 石戸珠算学園 横元 武宰士 1 明光そろばん 高 曼軒

2 ゆうき速算スクール ポラード 里菜 2 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 松本 淳一郎 2 べるく・そろばん教室 君島 陵太

3 石戸珠算学園 角浜 拓真 3 石戸珠算学園 鈴木 理王 3 石戸珠算学園 吉本 愛和

4 石戸珠算学園 山内 梛妃沙 4 小笠原珠算学園 加藤 ななほ 4 トビーそろばん教室 栄留 慶次

5 わたなべそろばん速算教室 太田 七海 5 キッズブレインそろばん教室 谷中 美尋 5 ラピカルそろばん教室 星野 竜吾

5 石戸珠算学園 髙橋 紬 6 サムクリエーション珠算学院 長嶋　慶次郎 6 石戸珠算学園 荻原 寛紀

7 石戸珠算学園 河田 柚菜 7 そろばん教室 宙★SORA 中谷　奏 7 石戸珠算学園 渡辺 恭生

8 石戸珠算学園 宮﨑 隼 8 松下そろばん教室 平田　聖奈 7 清和珠算教室 木内　結士

9 石戸珠算学園 脇屋敷 侑生 9 小笠原珠算学園 矢田 みやび 9 石戸珠算学園 村口 大空翔

10 すくすくそろばん 宮城 知宙 10 明光そろばん 光山 大地 9 石戸珠算学園 崔 英仔

10 興学社学園 齋藤 詩桜 11 いしど式そろばんスクール 美谷島 誠 11 石戸珠算学園 岡田 圭司

12 興学社学園 多田 詩 12 そろばん学び舎 保坂 玲那 12 べるく・そろばん教室 田吉 優里

13 石戸珠算学園 村上 うた 13 みにつくクラブ 金宮 皐

13 中澤珠算教室 武村 空海 14 石戸珠算学園 萩原 悠月

13 サムクリエーション珠算学院 池田　百夏 15 石戸珠算学園 中江 瑛仁 【中学3年以上】

16 興学社学園 宇田川 結衣 15 石戸珠算学園 辻 大智 順位 塾名 名前

17 石戸珠算学園 鶴見 絆 17 石戸珠算学園 横田 陽飛 1 石戸珠算学園 大野 みゆき

18 興学社学園 安蒜 朋夏 18 石戸珠算学園 丸山 士幌 2 石戸珠算学園 髙橋 美穂

18 石戸珠算学園 飯野 勇晴 19 キッズクラブ 石毛華優音 3 石戸珠算学園 竹原 かほり

20 興学社学園 山本 葉月 20 トビーそろばん教室 平山 柚隼 4 石戸珠算学園 小安 晃子

21 ピコそろばんアカデミー 香川 愛 20 キタン塾 武藤　幸花 5 石戸珠算学園 高橋 ゆみ

22 石戸珠算学園 千葉 晴人 22 むぎ進学教室 福井 貫太 6 いしど式速算義塾 蓮沼 理恵

22 いしど式そろばん教室宮地楽器 茂木 希実 22 石戸珠算学園 塚本 琥駕 7 石戸珠算学園 鳥山 和夫

24 繭塾 福島 諒大 24 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 半田 莉菜 8 IQそろばん　 藤井　千紘

25 興学社学園 丁 政皓 25 トビーそろばん教室 光 絢香 9 石戸珠算学園 高地 美奈子

25 キッズブレインそろばん教室 芦﨑 礼奈 26 石戸珠算学園 佐々木 愛悠 10 石戸珠算学園 辻 智法

25 いしど式速算義塾 小島 悠 27 第一ゼミナール 竹嶋 佑海 11 石戸珠算学園 黒原 秀実

25 うすい学園 大熊 純平 28 石戸珠算学園 永木 一颯 12 ステップキッズ 中村　漣

29 石戸珠算学園 中村 穂都 28 キタン塾 遠藤　綾乃 13 石戸珠算学園 江連 政徳

30 石戸珠算学園 鈴木 満喜 30 キタン塾 吉田　学史 14 石戸珠算学園 荻原 尚貴

30 むぎ進学教室 山本 愛理 15 石戸珠算学園 櫻庭 冬磨

16 石戸珠算学園 掛橋 秀仁


