
【年少】 【年長】 【小学1年】

順位 塾名 名前 順位 塾名 名前 順位 塾名 名前

1 ブイシード 木澤 羽逢 1 石戸珠算学園 小田切 浩生 1 ピコそろばんアカデミー 倉永 京花

2 ピコそろばんアカデミー 山本 夢琶 2 いしど式そろばん教室宮地楽器 北島 悠倫子

3 そろばんセンター 吉田 惺太朗 3 石戸珠算学園 髙久 ひまり

【年中】 4 石戸珠算学園 石橋 里紗 4 明光そろばん 奥本 紫衣

順位 塾名 名前 4 石戸珠算学園 大塚 結 5 石戸珠算学園 鈴木 蒼梧

1 石戸珠算学園 石田 陽奈子 6 石戸珠算学園 瀧 友衣佳 5 石戸珠算学園 澤田 翔太朗

2 いしど式そろばん教室宮地楽器 松元 環奈 7 石戸珠算学園 新井 優也 7 小笠原珠算学園 相澤 ののか

3 るき珠算教室 渡邊 駿 8 ワクムス 水谷航 8 るき珠算教室 三田 悠太

4 いしど式そろばんゆめきっず 梶原 慶翔 9 石戸珠算学園 瀬川 竜誠 9 石戸珠算学園 瀬川 真帆

5 脳鍛フルト☆そろばん 大山慶 9 石戸珠算学園 相澤 尚孝 9 トビーそろばん教室 佐野 花帆

6 石戸珠算学園 紫野 彩 11 小笠原珠算学園 宮﨑 莉桜 11 明光そろばん 大橋 優太

7 石戸珠算学園 藤田 莉奈 12 石戸珠算学園 鈴木 瑛翔 12 石戸珠算学園 佐藤 斗環

8 シリウススクール 江藤 翠莉 12 ワクムス 堀内新 13 石戸珠算学園 小林 平八郎

9 ピコそろばんアカデミー 柴野 ひなた 14 いしど式そろばん教室宮地楽器 岡本 陸玖 14 トビーそろばん教室 名倉 小紋

10 フィット速算そろばん教室 中村 遥希 15 石戸珠算学園 宇都宮 一琉 15 石戸珠算学園 大野 岳

11 脳鍛チャレンジ☆そろばん 岡部莉緒 15 明光そろばん 水間 彩 15 石戸珠算学園 菅瀬 由記乃

12 脳鍛フルト☆そろばん 三星淳 17 石戸珠算学園 則竹 修志 17 パチパチそろばん速算スクール 山内 風太

13 石戸珠算学園 長谷川 紗弥 18 明光そろばん 星野 俊九 18 石戸珠算学園 又吉 航生

19 ブイシード 白髭 暁登 18 石戸珠算学園 PHANNHAT ANH

20 サムクリエーション珠算学院 佐藤　朔 18 スラスラそろばん 益田 壮一郎

21 明光そろばん 阿部 芽衣子 21 ピコそろばんアカデミー 井口 悠

22 小笠原珠算学園 渡辺 晃生 22 フィット速算そろばん教室 成松 高嗣

23 小笠原珠算学園 新井 結菜 22 熊本速算塾 安土萌生

24 石戸珠算学園 村松 蒼彩 24 明光そろばん 中村 律人

25 龍花塾 髙橋 慎一 25 石戸珠算学園 紫野 孝亮

25 フィット速算そろばん教室 明石 淳平 25 石戸珠算学園 新井 駿太

27 石戸珠算学園 髙橋 美陽 27 ライズそろばん教室 木村 実蕾

27 石戸珠算学園 福重 遥臣 28 石戸珠算学園 野村 明璃

27 石戸珠算学園 飯村 碧心 29 サムクリエーション珠算学院 稲生　幸穂

30 石戸珠算学園 津持 楓季 30 石戸珠算学園 松山 賢成

30 フィット速算そろばん教室 黒木 智湧

【小学2年】 【小学3年】 【小学4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 渕崎 柚羽 1 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 長澤 颯音 1 石戸珠算学園 船田 仁

2 石戸珠算学園 雷 益銘 2 いしど式速算義塾 福永 直生 2 きらめきっず速学くらぶ 別府 星

3 石戸珠算学園 池田 稀一 2 岩本珠算学園 前川琳美 4 明光そろばん 渕崎 陽葵

4 そろばんセンター 白金 祉融 4 石戸珠算学園 石川 彩未 5 フィット速算そろばん教室 久保 悠太朗

5 石戸珠算学園 米田 愛咲 5 小笠原珠算学園 宇田 美緒里 6 そろばんセンター 伊藤 仁菜

6 中澤珠算教室 遠藤 緒珠 6 みらいくキッズ 佐々木 梨乃 6 フィット速算そろばん教室 徳永 絢音

7 龍花塾 井野 杏菜 7 いしど式そろばん教室宮地楽器 小寺 諄 6 トビーそろばん教室 永田 一真

8 フィット速算そろばん教室 清藤 旭 7 サムクリエーション珠算学院 太田　羽奏 9 いしど式そろばんスクール 長谷 輝

9 明光そろばん 市川 絢理 9 いしど式そろばんゆめきっず 吉岡 佳音 10 石戸珠算学園 伊藤 佑真

10 明光そろばん 徳山 善允 10 トビーそろばん教室 西橋 奈央 11 石戸珠算学園 丸山 弘太郎

11 石戸珠算学園 鈴木 恵介 10 キタン塾 西尾　咲耶 11 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 山科 遥

11 石戸珠算学園 一村 優宇 12 石戸珠算学園 柴 莉央 13 石戸珠算学園 町田 紗彩

13 明光そろばん 緒方 琥羽 14 明光そろばん 安田 瑛司 13 いしど式そろばんスクール 梅津 英太

14 トビーそろばん教室 中谷 仁 15 さくらキッズ 杉浦 秋斗 13 サムクリエーション珠算学院 神風　知孝

14 明光そろばん 若林 杏奈 16 石戸珠算学園 中尾 玲唯菜 16 石戸珠算学園 染谷 萌々香

16 いしど式そろばん教室宮地楽器 横田 愛禾 16 第一ゼミナール 八尾 真悠子 16 いしど式そろばんスクール 中村 龍

17 るき珠算教室 木村 美偉奈 18 ワクムス 武林遼果 16 清見そろばん塾 中村　こなつ

17 ピコそろばんアカデミー 藤井 結衣 18 ワクムス 瀬古萌奈美 19 ピコそろばんアカデミー 山本 絆太

17 ゆびっこそろばん 足立菜ノ花 18 岩本珠算学園 保高心美 20 きらめきっず速学くらぶ 末永 華

17 ステップキッズ 石　蔡哲宇 18 ステップキッズ 石塚　彩乃 21 トビーそろばん教室 田村 心実

21 そろばんセンター 黄 弘凱 22 石戸珠算学園 齋藤 旭 21 フィット速算そろばん教室 椎 匡佑

21 ゆうき速算スクール 福田 佳奈 22 ピコそろばんアカデミー 友田 史穏 21 サムクリエーション珠算学院 門脇　凛太朗

21 明光そろばん 廉 智賢 24 ワクムス 白江孝成 21 清見そろばん塾 砂田　幸希

21 ワクムス 権代航 25 石戸珠算学園 安藤 龍成 25 そろばん学び舎 岡田 大輝

21 ステップキッズ 秋月　悠汰 25 石戸珠算学園 木本 新 25 明光そろばん 林 優希

26 石戸珠算学園 永尾 隼士 25 ワクムス 谷畑結衣 27 いしど式速算義塾 永井 咲羽

28 石戸珠算学園 畠山 紗良 28 小笠原珠算学園 市村 菜々子 28 石戸珠算学園 益子 侑己

28 ワクムス 島田健太 29 松栄堂キッズアカデミーいしど式そろばん教室 小川 純平 28 いしど式そろばんゆめきっず 阿部 大輝

30 ゆうき速算スクール 諏訪 心春 29 第一ゼミナール 白石 匠 28 脳鍛フルトそろばん 渡辺そらの

30 キッズブレインそろばん教室 ウェルズ エイデン 29 石戸珠算学園 樋口 実咲 28 キタン塾 脇田  玲於奈
29 石戸珠算学園 鳴神 有莉
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【小学5年】 【小学6年】 【中学1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 喜多 悠貴 1 フィット速算そろばん教室 荒武 優希 1 ライズそろばん教室 倉澤 俊太朗

2 小笠原珠算学園 西島 悠人 2 いしど式そろばん教室宮地楽器 森 安 2 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 大塚 健太郎

3 石戸珠算学園 氏家 彩楓 2 いしど式そろばん教室宮地楽器 三谷 大和 3 オレンジノート速算教室 信夫 琉衣

3 キタン塾 大島　莉空 4 いしど式そろばん教室宮地楽器 田中 智康 4 べるく・そろばん教室 菊川 久櫻

5 いしど式そろばん教室宮地楽器 三谷 快斗 5 小笠原珠算学園 倉井 大夢 5 えがおくらぶ 森　詩栞

6 石戸珠算学園 塚田 千咲 6 ゆめきららキッズスクールゆめそろばん教室 佐藤 和輝 6 いしど式松岡珠算教室 岸上 裕

7 キッズブレインそろばん教室 荒木 諒真 7 石戸珠算学園 加藤 凜々

7 第一ゼミナール 西井 里桜來 8 佑学社 三宅 埜暖 【中学2年】

9 いしど式そろばんスクール 古市 唯 9 キタン塾 安立  真由香 順位 塾名 名前

10 明光そろばん 河原 実央 10 いしど式そろばん教室宮地楽器 澤田 芽生 1 石戸珠算学園 星野 陽斗

10 すくすくそろばん 小倉 來夢 11 トビーそろばん教室 山崎 玲 2 むぎ進学教室 太平 優希

10 キッズカルチャーOZ 村上昊太郎 12 小笠原珠算学園 内海 颯亮

13 いしど式そろばんスクール 菅谷 心咲 13 ピコそろばんアカデミー 長屋 大志 【中学3年以上】

14 石戸珠算学園 信藤 利里愛 15 石戸珠算学園 荒川 千寛 順位 塾名 名前

14 ブイシード 山口 夏輝 16 石戸珠算学園 木村 航輔 1 石戸珠算学園 宮内 重徳

14 明光そろばん 岩藤 菜月 17 第一ゼミナール 稲葉 壮蒼 2 いしど式そろばん教室宮地楽器 鈴木 宏基

14 サムクリエーション珠算学院 原　柊太 20 うすい学園 箱田 凛心 3 石戸珠算学園 下 夏紀

18 ピコそろばんアカデミー 岡村 鈴心 21 石戸珠算学園 渡辺 真由 4 石戸珠算学園 山本 有希子

19 ピコそろばんアカデミー 余田 直人 22 うすい学園 中澤 幹康 5 石戸珠算学園 永井 円

20 サムクリエーション珠算学院 高谷　理叶 23 サムクリエーション珠算学院 大谷　太一 6 小笠原珠算学園 矢口 真貴子

21 清見そろばん塾 名節　仁俐 24 石戸珠算学園 加藤 会紗 7 石戸珠算学園 髙橋 亮

22 クレドそろばん速算教室 柴﨑 万友佳 25 石戸珠算学園 髙橋 穂香 8 いしど式そろばん教室宮地楽器 山﨑 匡一

22 ドリームキッズ 三浦　伊世 26 みらいくキッズ 草野 陽真 9 いしど式そろばん教室宮地楽器 吉岡 小百合

24 石戸珠算学園 篠塚 雛 27 石戸珠算学園 的場 克明 10 石戸珠算学園 林 奈緒子

25 いしど式速算義塾 小林 咲奈 28 チャレンジそろばん 高田 煌士

25 明光そろばん 佐藤 信成 29 うすい学園 須藤 英大

27 みにつくクラブ 倉内 魁生 30 速算ブレイン成田 伊藤美月

27 オレンジノート速算教室 佐野 陽葵

29 石戸珠算学園 遠見 隼兎

30 明光そろばん 佐藤 千惺

30 石戸珠算学園 木村 智佳


