
団体の部

　津嘉山小学校 6位(嘉陽美津希、平田裕乃介、與座伽蓮)

　南星中学校　57位(與座綾南、新垣克咲、仲村渠菜々美)

No 286 　開邦中学校 17位(大城菜々穂) ※団体は点数の良い

令和2年1月6日 個人の部 3名の総合得点で

津嘉山珠算塾 　津嘉山小学校 36位 嘉陽美津希 順位を表します

TEL:889-8522(津) 　南星中学校 67位 與座綾南

TEL:888-3317(照)
https://tsukazan88soroban.com

嘉数 琉乃叶 1年 大城 優苺 3年 六段 屋比久 絆愛 3年 ※各学年の4割の

山城 杏寿 1年 宮城 結菜 2年 金城 由依 4年 城間 希笑 3年 選手が入賞となり

１０級 佐久川 兼輔 1年 ４級 金城 秀治 4年 新里 凜 3年 ます。今年は全員

野原 麻莉 2年 新垣 美藍 1年 眞喜志 綾香 4年 五段 山内 星乃 3年 入賞しました

７級 照屋 寿 1年 宮里 誠護 1年 植木 葉衣美 3年 金城 光咲 5年 伊佐 茉央 3年 ちびっこの部 照屋 杏佳 ２位 新垣 望愛 ２位

照屋 諒 3年 森 建人 1年 山城 優佳 1年 宮城 ひまり 1年 参段 宮城 結菜 2年 金城 一央 優勝 國仲 亜諏海 ２位 清水 あかり ２位

仲間 彩音 3年 宮里 凛 1年 高橋 瑞 年長 吉川 ななみ 2年 垣花 景 4年 ５級 赤嶺 杏 ２位 天久 楠々 ３位 6年生の部

平良 春太 2年 平良 ののか 1年 神里 麻衣 年長 國仲 凜 2年 金城 凛奈 3年 東 尊光 6年 松堂 日向子 ２位 4年生の部 嘉陽 美津希 優勝

８級 １１級 １４級 ５級 金城 一央 1年 眞喜志 綾香 4年 城間 陽路 ２位 金城 秀治 優勝 與座 伽蓮 ２位

李 凌駿 3年 慶田元 心花 1年 宮城 湊斗 2年 城間 いち花 3年 弐段 城間 いち花 3年 波照間 未来 ３位 ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 優勝 中学生の部

又吉 乙葉 3年 呉屋 暁一 1年 神山 璃音 2年 翁長 彪 3年 仲宗根 榮太 4年 翁長 彪 3年 2年生の部 金城 由依 優勝 與座 綾南 ２位

玉那覇 玲 2年 中村 新一 1年 松本 依子 2年 大城 吏功 3年 泉水 彩 4年 植木 葉衣美 3年 永吉 沙衣 優勝 城間 陽愛 ２位 大城 菜々穂 ２位

横山 愛花莉 2年 池宮城 蒼太 1年 金城 千夏 1年 三宅 愛里 2年 天久 楠々 3年 吉川 ななみ 2年 宮城 結菜 ２位 下里 彩歌 ２位 金城 柚希 ２位

波平 奏名 2年 金城 妃南 1年 根間 みなみ 1年 松堂 日向子 1年 初段 佐々木 二來奈 2年 宮城 ひまり ３位 垣花 景 ２位 波照間 颯 ２位

川上 日暖 2年 宮城 楓花 1年 平田 藍理 1年 ６級 赤嶺 心優 6年 三宅 愛里 2年 3年生の部 5年生の部 新垣 克咲 ２位

與那原 愛弥 2年 石原 さら 1年 儀保 光一 1年 上原 希秋 4年 １級 金城 秀昊 2年 金城 雄星 優勝 平田 裕乃介 優勝 仲村渠 菜々美 ３位

大城 妃咲 2年 具志堅 暖 1年 平安座 唯衣 年長 平良 心 4年 名嘉 洋翔 4年 パニヨン 櫻子 年長 金城 凛奈 優勝 ※順位の赤字はフラッシュ暗算入賞者

濱川 花姫 2年 １２級 神里 このは 3年 永吉 沙衣 2年 ６級
翁長 美月 1年 大城 奈生 2年 知念 舞夏 3年 ２級 上原 希秋 4年 1月行事予定
９級 川上 仁奨 1年 １級 金城 一樹 2年 高江洲 里桜 3年 金城 一樹 2年 10日(金) 段位～6級検定申込しめきり
赤嶺 とな 3年 佐久川 兼輔 1年 金城 虎大郎 3年 赤嶺 日和葵 2年 ３級 仲宗根 柚衣 2年 11日(土) 土曜練習 1時～3時
平良 東子 3年 島袋 凛 1年 ３級 仲宗根 柚衣 2年 儀保 美月 5年 新里 皇太 2年 13日(月) 通常授業休み
栁澤 武蔵 2年 大城 唯名歩 1年 新里 優月菜 5年 新里 皇太 2年 仲座 あやめ 6年 照屋 丈貴 1年 13日(月) 午前検定練習 9時～12時、1時～3時
大城 瑠香 2年 具志堅 暖 1年 平田 玲大 4年 波照間 未来 1年 平田 玲大 4年 波照間 未来 1年 18日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
眞喜志 果凛 2年 三宅 優里 年長 金城 美海 4年 金城 美海 4年 22日(水) 7級以下検定申込しめきり
平良 結愛 2年 １３級 具志堅 慈 3年 具志堅 慈 3年 23日(木) 検定試験日(てるや)
金城 耀 1年 比嘉 音和 3年 田場 美鈴 3年 八段 ４級 大城 えり 1年 24日(金) 検定試験日(つかざん)
杉本 裕香 1年 宮城 湊斗 2年 城間 希笑 3年 清水 あかり 5年 儀保 百花 5年 25日(土) 午前検定練習 9時～12時、1時～3時

入澤 琉 2年 新里 凜 3年 大城 快知 4年 26日(日)  第395回段位検定試験

フラッシュ
暗算の部

ことし みなさま けんこう いちねん こと こころ

いの もう あ がつ ちく たいかい きょうしつ たの かい も だくさん

12月検定合格者

暗算の部

新入生

珠算の部

そろばんgo

1月 　津嘉山小学校4年以下 33位(城間陽愛、ﾊﾟﾆﾖﾝ純一郎、金城由依)

ぜんにっぽんつうしんしゅざんきょうぎたいかい ぜんこく じゅんい
「そろばんgo」はホームページで確認できます。


