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※この他に自塾生、または自校学生のみで行われる会場もあります。　※会場詳細、および地図は算数オリンピックHPにてご確認ください。
※各会場の定員をオーバーした場合には、近くの会場への移動をお願いする場合があります。

各大会へのお申し込みは算数オリンピックホームページ経由のみとなります。

※迷惑メールフォルダーに入る場
合もありますので、受信設定を
お願いいたします。

webから　http://www.sansu-olympic.gr.jp/

2017 年４月１日（土）～5月21 日（日）

参加者全員に
チャンス !!

001 現役予備校 TANJI 北海道 札幌市豊平区 小・中
002 北大学力増進会【札幌駅前通】 北海道 札幌市中央区 小・中
003 函館ラ・サール学園 北海道 函館市日吉町 小・中
004 MCS進学研究会 盛岡本校 岩手県 盛岡市大沢川原 小・中
005 秋田県社会福祉会館 秋田県 秋田市旭北栄町 小・中
006 ヒューモス５ 宮城県 仙台市青葉区 小・中
007 NSG教育研究会（駅前本部校小学部） 新潟県 新潟市中央区 小・中
008 佐久長聖中学校 長野県 佐久市岩村田 小・中
009 才教学園 長野県 松本市村井町北 小・中
010 富山県教育文化会館 富山県 富山市舟橋北町 小・中
011 金沢勤労者プラザ 石川県 金沢市北安江 小・中
012 常磐交通観光  アドレスいわき中央ビル 福島県 いわき市平 小・中
013 スタディーフィールド 宇都宮東教室 栃木県 宇都宮市下栗町 小・中
014 双葉塾本部校 群馬県 高崎市北双葉 小・中
015 心水塾 群馬県 前橋市朝日町 小・中
016 茨進　つくば竹園校 茨城県 つくば市竹園 小・中
017 茨進　水戸駅前校 茨城県 水戸市宮町 小・中
018 進学塾 SOCRA&jr. 熊谷校     埼玉県 熊谷市桜木町 小・中
019 進学塾 SOCRA&jr. 川越校     埼玉県 川越市脇田本町 小・中
020 進学塾 SOCRA&jr. 浦和校     埼玉県 さいたま市浦和区東仲町 小・中
021 スクールＦＣ（南浦和校） 埼玉県 さいたま市南区南本町 小・中
022 スクールＦＣ（吉祥寺校） 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 小・中
023 スクールＦＣ（用賀校） 東京都 世田谷区用賀 小・中
024 スクールＦＣ（お茶の水校） 東京都 千代田区神田駿河台 小・中
025 スクールＦＣ（あざみ野校） 神奈川県 横浜市青葉区新石川 小・中
026 スクールＦＣ（本八幡校） 千葉県 市川市八幡 小・中
027 学習院中等科 東京都 豊島区目白 小・中
028 啓明舎 東京都 文京区小石川 小
029 伸芽 `Sクラブ　大崎校 東京都 品川区大崎 小
030 鼎進学教室 東京都 国立市北 小
031 理数系専門塾エルカミノ 目白本校 東京都 豊島区目白 小・中
032 理数系専門塾エルカミノ 武蔵小杉校 神奈川県 川崎市中原区小杉町 小・中
033 セサミ数学スクール 東京都 町田市原町田 小・中
034 高松算数・数学教室 東京都 渋谷区千駄ヶ谷 小・中
035 高木塾（渋谷教室） 東京都 渋谷区桜丘町 小・中
036 川崎予備校 神奈川県 川崎市幸区中幸町 小・中
037 ＣＧ啓明館　港南台スクール 神奈川県 横浜市港南区港 小・中
038 ＣＧ啓明館　二俣川スクール 神奈川県 横浜市旭区二俣川 小・中
039 ＣＧ啓明館　逗子スクール 神奈川県 逗子市逗子 小・中
040 ＣＧ啓明館　辻堂スクール 神奈川県 藤沢市辻堂 小・中
041 ＣＧ啓明館　横浜駅東口スクール 神奈川県 横浜市西区高島 小・中
042 啓進塾　金沢文庫校 神奈川県 横浜市金沢区泥亀 小
043 啓進塾　戸塚校 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町 小
044 啓進塾　日吉校 神奈川県 横浜市港北区日吉本町 小
045 中学受験塾サーバス 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町 小・中
046 ツインメッセ静岡 静岡県 静岡市駿河区曲金 小・中
047 日能研　千種校 愛知県 名古屋市東区葵 小・中
048 日能研　刈谷校 愛知県 刈谷市桜町 小・中
049 日能研　岐阜校 岐阜県 岐阜市神田町 小・中
050 ミッドランドスクエアー（中部教育センター） 愛知県 名古屋市中村区名駅 小・中
051 進学教室 Next Age 津本部教室 三重県 津市渋見町 小・中
052 進学教室 Next Age 四日市教室 三重県 四日市市鵜の森 小・中
053 市田塾（八木校） 奈良県 橿原市内膳町 小・中
054 りんご塾 滋賀県 彦根市小泉町 小・中
055 ＳＵＲ（シュール・天王寺） 大阪府 大阪市天王寺区悲田院町 小・中
056 理数研セミナー梅田校 大阪府 大阪市北区芝田 小・中
057 伝習館　鳥取本部教室 鳥取県 鳥取市今町 小・中
058 英進館　鯉城学院 広島県 広島市中区上幟町 小・中
059 AIC 開智学館広島校 広島県 広島市中区八丁堀 小・中
060 AIC 開智学館京都校 京都府 京都市下京区四条通 小・中
061 AIC 開智学館鹿児島校 鹿児島県 鹿児島市中央町 小・中
062 福山鯉城学院 広島県 福山市丸之内 小・中
063 大木スクール 広島県 広島市南区宇品御幸 小・中
064 山口大学教育学部（吉田キャンパス） 山口県 山口市吉田 小・中
065 土佐塾 ( はりまや教室） 高知県 高知市はりまや町 小・中
066 二神塾 愛媛県 松山市大街道 小・中
067 寺小屋グループ市駅教場 愛媛県 松山市湊町 小・中
068 英進館天神本館 福岡県 福岡市中央区渡辺通り 小・中
069 英進館小倉本館 福岡県 北九州市小倉北区米町 小・中
070 英進館折尾校 福岡県 北九州市八幡西区 小・中
071 英進館久留米本館 福岡県 久留米市東町 小・中
072 英進館佐賀校 佐賀県 佐賀市駅南本町 小・中
073 英進館長崎校 長崎県 長崎市松山町 小・中
074 英進館熊本本館 熊本県 熊本市城東町 小・中
075 英進館大分校 大分県 大分市中央町 小・中
076 英進館鹿児島校 鹿児島県 鹿児島市西千石町 小・中
077 英進館宮崎校 宮崎県 宮崎市広島 小・中
078 栄進・進学教室 宮崎県 宮崎市大橋 小・中
079 プライム進学研究会 沖縄県 那覇市樋川 小・中
080 ＴＰＳ思考能力研究会 沖縄県 那覇市安里 小・中
081 メディカルガゼット安里教室 沖縄県 那覇市安里 小・中
082 epis Education Centre 香港教室 香港 Causeway Bay 小・中
083 サピックス東京校 東京都 中央区日本橋富沢町 小
084 サピックス横浜校 神奈川県 横浜市神奈川区金港町 小
085 サピックス南浦和校 埼玉県 さいたま市南区南本町 小
086 サピックス西船校 千葉県 船橋市印内町 小
087 サピックスたまプラーザ校 神奈川県 横浜市青葉区新石川 小
088 サピックス成城校 東京都 世田谷区成城 小
089 サピックス松戸校 千葉県 松戸市松戸 小

090 サピックス自由が丘校 東京都 目黒区自由が丘 小
091 サピックス練馬校 東京都 練馬区練馬 小
092 サピックス中野校 東京都 中野区中野 小
093 サピックス吉祥寺校 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町 小
094 サピックス日吉校 神奈川県 横浜市港北区日吉本町 小
095 サピックス茅ヶ崎校 神奈川県 茅ヶ崎市新栄町 小
096 サピックス上大岡校 神奈川県 横浜市港南区上大岡東 小
097 サピックス青葉台校 神奈川県 横浜市青葉区青葉台 小
098 サピックス渋谷校 東京都 渋谷区道玄坂 小
099 サピックス大船校 神奈川県 鎌倉市大船 小
100 サピックス王子校 東京都 北区王子 小
101 サピックスセンター南校 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 小
102 サピックス下高井戸校 東京都 杉並区下高井戸 小
103 サピックス国立校 東京都 国立市中 小
104 サピックス柏校 千葉県 柏市あけぼの 小
105 サピックス新越谷校 埼玉県 越谷市南越谷 小
106 サピックス用賀校 東京都 世田谷区用賀 小
107 サピックス千葉校 千葉県 千葉市中央区新千葉 小
108 サピックス大宮校 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町 小
109 サピックス宮前平校 神奈川県 川崎市宮前区宮前平 小
110 サピックス高田馬場校 東京都 新宿区高田馬場 小
111 サピックス若葉台校 神奈川県 川崎市麻生区黒川 小
112 サピックス町田校 東京都 町田市森野 小
113 サピックス永福町校 東京都 杉並区永福 小
114 サピックス所沢校 埼玉県 所沢市日吉町 小
115 サピックス白金高輪校 東京都 港区三田 小
116 サピックスお茶の水校 東京都 千代田区神田駿河台 小
117 サピックス豊洲校 東京都 江東区豊洲 小
118 サピックス東戸塚校 神奈川県 横浜市戸塚区川上町 小
119 サピックス海浜幕張校 千葉県 千葉市美浜区ひび野 小
120 サピックス巣鴨校 東京都 豊島区巣鴨 小
121 サピックス仙川校 東京都 調布市仙川町 小
122 サピックス茗荷谷校 東京都 文京区小石川 小
123 サピックス武蔵小杉校 神奈川県 川崎市中原区新丸子東 小
124 サピックス新浦安校 千葉県 浦安市入船 小
125 サピックス西宮北口校 兵庫県 西宮市甲風園 小
126 サピックス上本町校 大阪府 大阪市天王寺区上本町 小
127 サピックス千里中央校 大阪府 豊中市新千里東町 小
128 サピックス大井町校 東京都 品川区大井 小
129 サピックス校住吉校 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町 小
130 サピックス中学部 (代ゼミタワー） 東京都 渋谷区代々木 中
131 四谷大塚中野校舎 東京都 中野区中野 小
132 四谷大塚お茶の水校舎 東京都 千代田区神田淡路町 小
133 四谷大塚高田馬場校舎 東京都 新宿区高田馬場 小
134 四谷大塚巣鴨校舎 東京都 文京区本駒込 小
135 四谷大塚渋谷校舎 東京都 渋谷区桜丘町 小
136 四谷大塚市ケ谷校舎 東京都 新宿区市谷田町 小
137 四谷大塚蒲田校舎 東京都 大田区西蒲田 小
138 四谷大塚立川校舎 東京都 立川市柴崎町 小
139 四谷大塚町田校舎 東京都 町田市原町田 小
140 四谷大塚新横浜校舎 神奈川県 横浜市港北区新横浜 小
141 四谷大塚上大岡校舎 神奈川県 横浜市港南区上大岡西 小
142 四谷大塚大船校舎 神奈川県 鎌倉市大船 小
143 四谷大塚津田沼校舎 千葉県 習志野市谷津 小
144 四谷大塚柏校舎 千葉県 柏市旭町 小
145 四谷大塚南浦和校舎 埼玉県 さいたま市南区南浦和 小
146 四谷大塚所沢校舎 埼玉県 所沢市くすのき台 小
147 四谷大塚あざみ野校舎 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野 小
148 四谷大塚大宮校舎 埼玉県 さいたま市大宮区錦町 小
149 四谷大塚豊洲校舎 東京都 江東区豊洲 小
150 四谷大塚横浜校舎 神奈川県 横浜市西区北幸 小
151 四谷大塚センター南校舎 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 小
152 四谷大塚新百合ケ丘校舎 神奈川県 川崎市麻生区万福寺 小
153 四谷大塚人形町校舎 東京都 中央区日本橋堀留町 小
154 四谷大塚勝どき校舎 東京都 中央区勝どき 小
155 四谷大塚新浦安校舎 千葉県 浦安市美浜 小
156 四谷大塚二子玉川校舎 東京都 世田谷区玉川 小
157 希学園十三教室 大阪府 大阪市淀川区十三東 小
158 希学園谷九教室 大阪府 大阪市天王寺区生玉前町 小
159 希学園三宮教室 兵庫県 神戸市中央区御幸通 小
160 希学園四条烏丸教室 京都府 京都市下京区四条烏丸 小
161 希学園堺東教室 大阪府 堺市堺区北瓦町 小
162 希学園西宮北口教室（本館） 兵庫県 西宮市甲風園 小
163 希学園豊中教室 大阪府 豊中市本町 小
164 希学園学園前教室 奈良県 奈良市学園北 小
165 希学園岡本教室 兵庫県 神戸市東灘区岡本 小
166 希学園目黒教室 東京都 品川区上大崎 小
167 Z 会エクタス栄光ゼミナール大宮 埼玉県 さいたま市大宮区錦町 小
168 Z 会エクタス栄光ゼミナール吉祥寺 東京都 武蔵野市吉祥寺本町 小
169 Z 会エクタス栄光ゼミナール池袋 東京都 豊島区南池袋 小
170 Z 会エクタス栄光ゼミナール横浜 神奈川県 横浜市神奈川区金港町 小
171 Z 会エクタス栄光ゼミナールたまプラーザ 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘 小
172 Z 会エクタス栄光ゼミナール自由が丘 東京都 目黒区自由が丘 小
173 能開センター上本町校 大阪府 大阪市天王寺区上本町 小
174 能開センター四条烏丸校 京都府 京都市下京区四条通 小
175 能開センター西宮北口校 兵庫県 西宮市甲風園 小
176 能開センター西大寺校 奈良県 奈良市西大寺小坊町 小
177 能開センター堺東校 大阪府 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 小
178 能開センター泉佐野校 大阪府 泉佐野市栄町 小

参加者全員にチャンスがある
「ラッキー数当てクイズ」は、ト
ライアル会場で行います。0か
ら100の中から、「この数は
みんな選ばない ！ 」と思う数
を1つ選んでください。当選
者には図書券が贈られますよ！

申込期間

申し込み

確認メール

お支払い

手続き完了

大会

契約しているプロバイダー、携帯会社に算数オリンピックから
の自動受信メールが受け取れるように手配してください。

受験票は特に発行いたしません。完了メールが受験票代わりと
なります。 ※当日は参加番号（受験番号）のメモをお持ちください。

参加費（4860 円）のお支払いは、Ⓐ～Ⓒの３つの方法よりお選
びください。

※完了メール、採点メール等が迷惑メールに入っていないか確認してください。
※受付後の受験料は原則として返金はいたしません。天変地異、交通機関の停
止、その他やむおえない事情により中止せざるを得ない場合は　問題と解答
および報告書を作成し、各自に送ります。その場合も返金はいたしません。
　

入金確認後、事務局より参加番号（受験番号）、大会会場などを
記載した完了メールを送信いたします。

Ⓐ カード決済 Ⓒ 郵便局振替Ⓑ 銀行振込

！
タブレット・スマートフォン
からのお申込みも可能です。

Ⓐ すぐに参加番号が発行されます。
Ⓑ 振込確認後、参加番号が発行されます。（振込後約３日）
Ⓒ 振替確認後、参加番号が発行されます。（振込後約６日）






