
総合競技満点賞

No 288 　下里彩歌(4年)、平田裕乃介(5年)、清水あかり(5年)

令和2年3月2日 　嘉陽美津希(6年)、與座綾南(中2)

津嘉山珠算塾 読上げ暗算 入賞者

TEL:889-8522(津)
TEL:888-3317(照) 　嘉陽美津希(6年)、古堅祐哉

https://tsukazan88soroban.com フラッシュ暗算 入賞者

　金城一央(1年)、永吉沙衣 (2年)、清水あかり(5年)

　嘉陽美津希(6年)、波照間颯(中1)、與座綾南(中2)

玉城 心晴 年中 新里 皇太 2年 新里 凜 3年
１４級 波照間 未来 1年 山内 星乃 3年

比嘉 音和 3年 宮城 勇志 1年 ６級 宮城 結菜 2年
本永 柚樹 2年 比嘉 美結 1年 仲間 彩音 3年 ４級

７級 佐久川 兼輔 1年 根間 あかり 年中 平良 春太 2年 石原 向 6年
金城 柚花 4年 池宮城 蒼太 1年 神里 真絢音 2年 金城 璃南 4年
李 凌駿 3年 与那嶺 伶佳 1年 城間 いち花 3年
赤嶺 蓮弥 3年 宮城 楓花 1年 ２級 吉川 ななみ 2年
玉那覇 玲 2年 石原 さら 1年 石原 向 6年 六段 佐々木 二來奈 2年
金城 煌 2年 具志堅 暖 1年 金城 美海 4年 城間 陽愛 4年 三宅 愛里 2年
横山 愛花莉 2年 １１級 高江洲 里桜 3年 四段 金城 秀昊 2年
波平 奏名 2年 比嘉 音和 3年 屋宜 七奏 3年 大城 昊己 6年 國仲 凜 2年
小嶺 莉奈 2年 大城 奈生 2年 ３級 垣花 景 4年 松堂 日向子 1年
屋比久 梨愛 2年 嘉数 琉乃叶 1年 大城 快知 4年 金城 一央 1年 ５級
照屋 丈貴 1年 佐久川 兼輔 1年 金城 璃南 4年 弐段 上原 希秋 4年
８級 島袋 凛 1年 新里 佑和 3年 仲間 優 4年 金城 心春 4年
平良 東子 3年 山城 優佳 1年 阿波根 昌友 3年 吉川 誠一郎 4年 砂川 颯汰 4年
平良 結愛 2年 大城 唯名歩 1年 照屋 翔也 3年 初段 阿波根 昌友 3年
金城 耀 1年 三宅 優里 年長 金城 俐希 3年 永吉 沙衣 2年 新里 皇太 2年 3月行事予定
杉本 裕香 1年 １２級 吉川 ななみ 2年 １級 波照間 未来 1年  7日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
城間 誉孝 1年 山城 杏寿 1年 國仲 凜 2年 高江洲 里桜 3年 城間 陽愛 1年 14日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
９級 平田 藍理 1年 ４級 ２級 ６級 20日(月) 通常授業休み
上原 さよ 2年 高橋 瑞 年長 東 にこ 3年 國仲 亜諏海 3年 前城 日埜 5年 20日(金) 休日練習 9時～12時、1時～3時
翁長 良武 2年 平安座 唯衣 年長 石原 陽 3年 照屋 翔也 3年 金城 大地 3年 21日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
森 建人 1年 １３級 松堂 日向子 1年 ３級 仲間 彩音 3年 31日(火) 6年生お疲れ様会
宮里 凛 1年 松本 依子 2年 ５級 金城 光 玉那覇 玲 2年 　↑詳しくはHPでご確認ください。 　詳細は後日
平良 康臣 1年 金城 千夏 1年 平良 心 4年 新里 優月菜 5年 神里 真絢音 2年 今回のスケジュールはあくまで3月2日(月)
１０級 根間 みなみ 1年 佐々木 二來奈 2年 屋比久 絆愛 4年 城間 誉高 1年 現時点での予定となっております。急遽
知念 夏妃 4年 嘉手刈 慎 年長 仲宗根 柚衣 2年 知念 実愛 3年 新垣 れおな 1年 変更がある事情をご理解の程お願いします

春休みのお知らせ

3月27日(金)～31日(火)

そろばんgo

3月
ねが もう あ

「そろばんgo」はホームページで確認できます。

フラッシュ
暗算の部

こんねんど さいご つき おも しょうちゅうがっこう きゅう りんじ きゅうこう はるやす

まえだお やす はじ こうこう じゅけん そつぎょうしき ほいくえん しごと やす

みす じゅぎょう おこな

2月検定合格者

暗算の部

珠算の部

しょうにんずうじゅぎょう たんしゅくじゅぎょう よぼう

そち おこな きょうりょく りかい よろ

　永吉沙衣 (2年)、金城秀治(4年)、城間陽愛(4年)、金城由依(4年)

臨時休校時の授業

　金城一央(1年)、永吉沙衣 (2年)、城間陽愛(4年)、清水あかり(5年)

新入生

かんせんかくだい ふせ こ たち よろこ

おや こんわく どうよう ひろ とう じゅく

ちょうきかん こ たち ふ

しゅうとく ちから うしな じしん ちから と もど

おお じかん よう きかん き

照屋珠算塾

混雑を避けるため、決め

られたスタートの時間に来

て下さい。30分～1時間程

度の授業をします。一部自

宅練習お願いします。

3:30～、4:30～、5:30～、

6:00～

津嘉山珠算塾

月・水・金

2:00～3級、7級、9級、

14級、園児

3:00～1級、2級、6級、

11級、13級

4:00～5級、10級、12級、

段位(3年～5年)
5:00～4級、8級、

段位(6年～中学)
6:00～それに合わせれ

ない園児児童生


