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神谷 颯人 3年 ２級 個人総合競技
赤嶺 杏 1年  永吉 沙衣 2年 　小学校の部　第3位　

１２級 ５級 ３級 嘉陽美津希
髙良 海月 2年 城間 小雪 4年  桃原 菜友 3年 団体総合競技 　中学校の部　第3位

７級 呉屋 暁一 1年 手登根 あかり 3年  田場 美鈴 3年 4年生以下の部　第3位　津嘉山小学校　 與座綾南
上原 希秋 4年 池宮城 蒼太 1年 金城 大地 3年  照屋 翔也 3年 城間耀愛、金城由依、パニヨン純一郎 　一 般 の 部　第3位
金城 一樹 2年 平良 康臣 1年 植木 葉衣美 3年  高江洲 里桜 3年 小学校の部　優勝　津嘉山小学校 古堅祐哉
仲宗根 柚衣 2年 金城 妃南 1年 國仲 凜 2年 ４級 嘉陽美津希、平田裕乃介、與座伽蓮
８級 宮城 楓花 1年 ６級  嘉手苅 菜央 5年 中学校の部　第3位　南星中学校　
仲間 彩音 3年 石原 さら 1年 古波津 陽愛 4年  具志堅 慈 3年 與座綾南、新垣克咲、仲村渠菜々美
小嶺 莉奈 2年 １３級 吉川 ななみ 2年  知念 実愛 3年 中学校の部　第2位　開邦中学校　
照屋 丈貴 1年 友利 希穂 2年 松堂 日向子 1年  新里 佑和 3年 大城菜々穂
９級 大城 奈生 2年 ５級
玉那覇 玲 2年 川上 仁奨 1年  金城 璃南 4年 読上げ算競技　第2位
大城 幸也 2年 金城 裕之介 1年 五段  新里 凜 3年 城間陽愛、嘉陽美津希 読上げ暗算競技　第2位　城間陽愛、嘉陽美津希、與座綾南、古堅祐哉
赤嶺 ひなた 2年 仲盛 あんな 1年  城間 陽愛 4年  濱川 太陽 3年 新垣望愛
大城 妃咲 2年 １４級  下里 彩歌 4年  國仲 凜 2年 11月行事予定
１０級 山城 杏寿 1年  金城 由依 4年  松堂 日向子 1年 フラッシュ暗算競技　第2位 神山 璃音 2年生  2日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
李 凌駿 3年 島袋 凛 1年  パニヨン 純一郎4年 ６級 嘉陽美津希 入澤 琉 2年生  6日(水) 段位～6級検定申込しめきり
新里 ひより 3年 新垣 美藍 1年 四段  手登根 あかり 3年 平田裕乃介、與座伽蓮 與座 凉佑 2年生  9日(土) 土曜練習 保留
大城 瑠香 2年 山城 優佳 1年  金城 雄星 3年  城間 いち花 3年 與座綾南、古堅祐哉 金城 千夏 1年生 16日(土) 土曜練習 9時～12時　午後保留
平良 結愛 2年 大城 唯名歩 1年  照屋 杏佳 3年  東 にこ 3年 平田 藍理 1年生 20日(水) 7級以下検定申込しめきり
金城 耀 1年 弐段  石原 陽 3年 松本 依子 1年生 21日(木) 検定試験日(てるや)
城間 誉孝 1年  神里 美緒 5年  吉川 ななみ 2年 11 喜瀬 ひなの 1年生 22日(金) 検定試験日(つかざん)
神里 來希 1年 ３級  金城 一央 1年  佐々木 二來奈2年 級 儀保 光一 1年生 23日(土) 午前検定練習 9時～12時、1時～3時
１１級 仲座 あやめ 6年 初段  三宅 愛里 2年 ～ 受 嘉数 琉乃叶 1年生 24日(日)  第394回段位検定試験
平良 東子 3年 桃原 菜友 3年  野原 由大 6年  パニヨン 櫻子 年長 14 検 佐久川 兼輔 1年生
本永 柚樹 2年 ４級  仲宗根 榮太 4年 級 者 高橋 瑞 年長 30日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
平良 ののか 1年 中島 カムイ 6年 ※写真はイメージです

珠算の部

そろばんgo

しせい ただ しゅうちゅうりょく あ ものごと

はや じょうたつ せんぱい

ことば おし

とお しせい ただ

きも

おし かぎ がっこう

11月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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時間:午前8時40分 豊見城社会福祉ｾﾝﾀｰ 2F
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