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津嘉山珠算塾
TEL:889-8522(津)
TEL:888-3317(照)

10級 知念 礼虎 1年 佐々木 二來奈 2年
平良 東子 3年 高橋 瑞 年長 小学校の部　個人総合競技　第2位　嘉陽美津希

5級 上原 さよ 2年 中学校の部　読上暗算競技　第2位　與座綾南

城間 希笑 3年 翁長 良武 2年 比嘉 音和 3
五段 新里 凜 3年 大城 優真 2年 八段 宮城 湊斗 2 12月行事予定
金城 秀治 4年 楠本 琉唯寧 3年 照屋 華玲 1年 城間 陽愛 4年 比嘉 勇志 1   7日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準参段 宮城 ひまり 2年 高安 乃愛 1年 準六段 比嘉 美結 1  14日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
小嶺 琳奈 5年 吉川 ななみ 2年 11級 下里 彩歌 4年 根間 みなみ 1  18日(水) 検定申込締切
準弐段 金城 秀昊 2年 中村 唯華 3年 五段 根間 あかり 年中  19日(木) 検定試験日(てるや)
ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 4年 國仲 凜 2年 前城 一仁 2年 ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 4年 玉城 心晴 年中  20日(金) 検定試験日(つかざん)
垣花 景 4年 6級 髙良 海月 2年 四段  21日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
1級 古波津 陽愛 4年 金城 りりか 1年 照屋 杏佳 3年
嘉手苅　菜央 6年 知念 舞夏 3年 平良 康臣 1年 準参段 場所　サザンビーチホテル＆リゾート沖縄
2級 東 にこ 3年 与那嶺 伶佳 1年 仲間 愛 6年 集合時間　12時　1・5・6年・中学生
金城 雄星 3年 三宅 愛里 2年 12級 準初段 　　　　　　　2時30分　2・3・4年生　
3級 7級 中村 新一 1年 金城 凛奈 3年 　　　　　　　6時　打ち上げ　場所未定
金城 光 5年 松田 和幸 3年 金城 裕之介 1年 1級 正月休み期間中、くじ引き宿題 25(水)～27(金)　くじ引き宿題受取日
新里 優月菜 5年 神里 真絢音 2年 松堂 凛子 年中 池宮城 咲良 4年 を実施します。希望者のみです。 ※おたのしみ会での受取は自分から申し出て下さい。

新里 佑和 3年 城間 陽路 1年 13級 3級 希望の方は申込用紙を記入して 26日(木) クリスマス会(照屋) ４時３０分～６時
金城 一央 1年 8級 金城 英汰 1年 山内 星乃 3年 提出してください。宿題受取日に受取ください。 27日(金) おたのしみ会(津嘉山)
4級 仲宗根 耀太 3年 島袋 凛 1年 4級 ※別途、申込用紙をご確認ください。 　　２年生以下　３時１０分～４時４０分
砂川 琥太郎 6年 赤嶺 蓮弥 3年 大城 唯名歩 1年 金城 璃南 4年 　　３年生以上　４時５０分～６時２０分
大城 千奈 5年 金城 煌 2年 具志堅 暖 1年 金城 秀昊 2年 　　※幼稚園の園へのお迎えはありません
田場 美鈴 3年 東 新太 1年 三宅 優里 年長 5級 　　　 直接、来塾ください。
高江洲 里桜 3年 石堂 孫敬 1年 宮里 明 年中 東 にこ 3年 28日(土)～1月5日(日)まで　冬休み
屋宜 七奏 3年 9級 14級 吉川 ななみ 2年 1月6日(月)　授業初め
照屋 貴子 3年 李 凌駿 3年 入澤 琉 2年 パニヨン 櫻子 年長  冬休みお楽しみくじ引き宿題抽選日(津嘉山)
宮城 結菜 2年 安谷屋 陽士 1年 嘉数 琉乃叶 1年 6級 1月7・8日
赤嶺 杏 1年 金城 辰和 1年 佐久川 兼輔 1年 城間 いち花 3年 　冬休みお楽しみくじ引き宿題抽選日(照屋)

 22日(日) 第48回南部地区小中学生珠算競技大会
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暗算の部

おたのしみ会

照 屋 珠 算 塾：１２月２６日（木）４時３０分～６時

津嘉山珠算塾：１２月２７日（金）

２年生以下 ３時１０分～４時４０分

３年生以上 ４時５０分～６時２０分
※兄弟で合わせて参加したい場合は、どちらかに

あわせてご参加くださいね。


