
【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 小林 奏太 1 ブイシード 宮本 航希 1 石戸珠算学園 伊集院 櫻子

3 石戸珠算学園 橋間 仁美 2 FiT速算塾 西田貫志 2 石戸珠算学園 佐藤 珠理

3 そろばん学び舎 作田 詩宇 2 明光そろばん 尾崎 風雅

3 石戸珠算学園 伊藤 壮佑 4 石戸珠算学園 三宅 紗也佳

5 ピコそろばんアカデミー 下立 礼央 5 ピコそろばんアカデミー 松尾 茉結

6 石戸珠算学園 檀上 湧成 6 いしど式そろばん教室宮地楽器 長谷川 丈

7 小笠原珠算学園 石田 眞子 7 石戸珠算学園 山西 文

【年長】 8 石戸珠算学園 栗原 寛和 7 るき珠算教室 福島 実李

順位 塾名 名前 8 石戸珠算学園 宋 祉軒 7 サムクリエーション珠算学院 小坂井　芽衣

1 トビーそろばん教室 島田 愛莉 8 フィット速算そろばん教室 森 廉太郎 10 明光そろばん 宮崎 幸恵

2 石戸珠算学園 副田 建 11 脳鍛フルトそろばん 坂井美友 11 キッズブレインそろばん教室 山田 成実

3 いしど式速算義塾 大西 諒 12 スラスラそろばん 石川 さくら 12 石戸珠算学園 髙野 志帆

3 トビーそろばん教室 竹内 蘭 13 石戸珠算学園 廣瀬 莉愛 12 明光そろばん 養父 葵

3 石戸珠算学園 世良 亮太 14 フィット速算そろばん教室 伊東 晃祐 14 石戸珠算学園 横田 真優

6 石戸珠算学園 枝 紘希 15 FiT速算塾 村元春仁 15 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 柴田 理帆

7 石戸珠算学園 平賀 偉翔志 16 石戸珠算学園 橋間 友花 15 ピコそろばんアカデミー 鶴 蘭丸

7 石戸珠算学園 藤井 達暉 17 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 鎌田 泰生 15 ワクムス 栗田岳瑠

9 石戸珠算学園 中山 みなみ 18 トビーそろばん教室 張 優琦 19 石戸珠算学園 松本 愛梨

10 石戸珠算学園 白田 真帆 19 明光そろばん 笹岡 衛人 20 石戸珠算学園 安部 壮亮

11 石戸珠算学園 十時 岳 20 石戸珠算学園 松井 智輝 21 石戸珠算学園 小林 煌貴

12 石戸珠算学園 篠木 秀仁 21 石戸珠算学園 原 颯大 21 石戸珠算学園 大坪 くらら

13 ピコそろばんアカデミー 梶谷 巴菜 21 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 加納 未梨 23 明光そろばん 猪越 ゆかり

14 小笠原珠算学園 遠藤 舞桜 23 チャレンジそろばん 末永 彩乃 24 中澤珠算教室 藤田 倫太郎

15 るき珠算教室 伊藤 克船 24 ピコそろばんアカデミー 北野 秀真 25 スラスラそろばん 清水 陽彦

25 石戸珠算学園 後藤 海斗 25 パチパチそろばん速算スクール 加納 璃子

26 うすい学園 城所 志帆 25 トビーそろばん教室 岩下 菫

27 石戸珠算学園 久木田 篤哉 28 第一ゼミナール 井口 裕菜

28 石戸珠算学園 早川 裕人 29 いしど式速算義塾 川名 真葵

28 第一ゼミナール 稲垣 芽生 30 第一ゼミナール 橋本 夏帆

30 みかそろばん教室 島田理央 30 パチパチそろばん速算スクール 徳世 莉々衣

30 脳鍛チャレンジ☆そろばん 青木優奈

30 キタン塾 矢島　京佳
30 キッズクラブ 網中　友真

【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 いしど式そろばんゆめきっず 藤本 彩愛 1 天王予備校 永野 莉人 1 チャレンジそろばん 奥村 彩花

2 明光そろばん 板越 孝太郎 2 明光そろばん 高梨 紗由奈 2 小笠原珠算学園 長谷川 玲

3 石戸珠算学園 大橋 琉芽 2 石戸珠算学園 田村 豪琉 3 石戸珠算学園 道田 真衣

5 石戸珠算学園 中路 和希 4 ピコそろばんアカデミー 北野 真夕 4 いしど式そろばん教室宮地楽器 下田 紗也

5 スラスラそろばん 孟 曉珍 5 いしど式そろばんゆめきっず 神田 しなり 4 ブイシード 沖田 宗次朗

5 ひまわりこども教室 𠮷川桐真 5 キタン塾 稲垣　希海 6 シリウススクール 藤田 妃依

8 石戸珠算学園 都築 快斗 7 石戸珠算学園 竹田 愛莉 7 龍花塾 小沢 一樹

9 松下そろばん教室 町　采夏 9 るき珠算教室 日向 元来 8 石戸珠算学園 瀬角 瑞己

10 石戸珠算学園 武藤 航真 9 いしど式そろばんゆめきっず 三宅 陽香 9 ピコそろばんアカデミー 寺本 明香利

11 ピコそろばんアカデミー 鈴木 ゆら 9 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 関根 紗菜 10 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 市橋 遥大

12 きらめきっず速学くらぶ 衛藤 叶 12 石戸珠算学園 大西 照太朗 11 ワクムス 加納涼成

12 小笠原珠算学園 広田 周也 13 石戸珠算学園 12 むぎ進学教室 村串 光駿

12 ステップキッズ 早川　由崇 13 ワクムス 髙木智成 12 いしど式そろばんスクール 新藤 花哩

15 ピコそろばんアカデミー 富田 蓮 16 るき珠算教室 福澤 成悟 12 オレンジノート速算教室 森田 悠斗

15 明光そろばん 三谷 友美奈 18 龍花塾 的場 隆人 12 ワクムス 外島陽斗

17 石戸珠算学園 佐藤 拓海 18 むぎ進学教室 田近 優月 16 キッズスクールひかり速算教室 西村　純

17 ワクムス 平津莞太 20 ピコそろばんアカデミー 大山 凜奈 16 そろばん教室宙★SORA 川島 華

19 石戸珠算学園 神子 真理 21 天王予備校 西山 宙輝 18 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 臼井 努

19 石戸珠算学園 佐藤 日向 23 石戸珠算学園 藤井 駿多 19 FiT速算塾 森　順平

21 石戸珠算学園 忰田 優生 24 フィット速算そろばん教室 渡邊 采花 21 いしど式そろばんスクール 藤井 慶亮

21 石戸珠算学園 石田 千紗 25 そろばんセンター 國分 琉惺 22 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 松下 怜

23 ピコそろばんアカデミー 岩崎 由依 25 キッズスクールひかり速算教室 小原　一花 22 脳鍛チャレンジ☆そろばん 七野絢

24 脳鍛チャレンジ☆そろばん 髙橋莉乃 27 ブイシード 白井 玲南 24 明光そろばん 秋山 夕奈

25 石戸珠算学園 渡邉 海翔 28 いしど式そろばんスクール 岡野 凛星 24 スラスラそろばん 新田 玲

25 石戸珠算学園 岩田 穂香 28 石戸珠算学園 鈴木 直明 26 ブイシード 近藤 翔輝

27 明光そろばん 大久保 杏奈 28 FiT速算塾 田中滉人 27 むぎ進学教室 鈴木 優愛

27 ワクムス 馬場絢梨 28 キタン塾 上口　慶悟 27 第一ゼミナール 堺 逞人

29 天王予備校 新田 華央 29 石戸珠算学園 入江 希乃美

30 べるく・そろばん教室 本田 理麻 29 FiT速算塾 古賀秀一朗

30 ワクムス 田中修平

30 ステップキッズ 松本　あずみ
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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 宇佐見 紗那 1 ワクムス 武林凜果 1 清和珠算教室 木内　結士

2 ブイシード 白井 雄真 2 キタン塾 脇田  凜々奈 2 べるく・そろばん教室 田吉 優里

3 小笠原珠算学園 田口 啓次郎 3 ひのき進学教室KiD'sそろばんコース 竹林 咲憙 3 いしど式そろばん教室宮地楽器 青木 琉人

4 第一ゼミナール 柿木 茉帆 4 石戸珠算学園 土井 陽麻織 4 石戸珠算学園 渡辺 恭生

7 FiT速算塾 坂田このか 5 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 小松 瑠那 5 石戸珠算学園 荻原 寛紀

9 ゆびっこそろばん 田中　蘭 6 石戸珠算学園 関 愛瑠

11 石戸珠算学園 フェルテス リン 7 きらめきっず速学くらぶ 木内 結月

12 岩本珠算学園 清水結夏 8 ドリームキッズ 柴田　真一

13 石戸珠算学園 山崎 芽依 9 石戸珠算学園 原田 陸玖

14 ピコそろばんアカデミー 大山 優輔 10 IQそろばん教室 岡島　和花

16 IQそろばん　 宮下　莉緒 11 石戸珠算学園 佐々木 愛悠

17 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 清水 遥翔 12 まんてんスマイル 樋口 満里奈

17 ゆびっこそろばん 松長心路 13 石戸珠算学園 大曽根 志月

20 第一ゼミナール 堂上 円位 14 石戸珠算学園 加藤 彩花

20 うすい学園 田島 稜次郎 14 石戸珠算学園 永木 一颯 【中学3年以上】

23 むぎ進学教室 平 琉那 14 キタン塾 遠藤　綾乃 順位 塾名 名前

24 石戸珠算学園 原 蒼一郎 17 第一ゼミナール 竹嶋 佑海 1 石戸珠算学園 鈴木 恵佳

25 チャレンジそろばん 下田 さくら 18 石戸珠算学園 長倉 永和 2 石戸珠算学園 森 郁代

25 松栄堂キッズアカデミーいしど式そろばん教室 鈴村 優奈 19 そろばん学び舎 中村 侑真 3 石戸珠算学園 荻原 尚貴

25 清見そろばん塾 大坪　凜音 20 すくすくそろばん 宮沢 華奈子 4 石戸珠算学園 江連 政徳

28 キッズブレインそろばん教室 遠藤 光基 21 いしど式速算義塾 田中 夏優 5 石戸珠算学園 安本 栄美子

28 FiT速算塾 川口桃佳 22 石戸珠算学園 水野 優美

30 サムクリエーション珠算学院 齋藤　晴




