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平良 結愛 3年 新里 凜 4年
東 新太 2年 城間 誉孝 2年

11級 1級 佐久川 兼輔 2年 3級
翁長 優有 2年 仲間 優 5年 金城 耀 2年 城間 希笑 4年

7級 仲盛 あんな 2年 高江洲 里桜 4年 6級 宮城 ひまり 3年 教室の机につい立をしてﾌｨﾙﾑを貼り、各個人の
仲宗根 耀太 4年 比嘉 美結 2年 屋宜 七奏 4年 翁長 廣 3年 佐々木 二來奈 3年 　暗算力を強化するために 練習机スペースの横と前に区切りをしました。
大城 幸也 3年 神里 麻衣 1年 2級 小嶺 莉奈 3年 國仲 凜 3年 先生が独自で用意した つい立ては頑丈なつくりではなく、簡易的な処置と
森 建人 2年 12級 金城 璃南 5年 濱川 花姫 3年 波照間 未来 2年 教材を準備することに なりますので、塾内で走ったり、乱暴には
翁長 美月 2年 大城 玲愛菜 2年 豊住 直央 4年 平良 康臣 2年 4級 しました。 扱わないでくださいね。できるだけ、安心して
8級 13級 城間 希笑 4年 照屋 華玲 2年 眞喜志 綾香 5年 　それにより練習の順番を 練習できるよう今後も考えていきます。
宮城 湊斗 3年 上原 采叶 3年 金城 秀昊 3年 高安 乃愛 2年 5級 変え、級位に関わらず
翁長 良武 3年 濱川 蒼志 2年 國仲 凜 3年 東 にこ 4年 1人1人のレベルに沿って ９月行事予定
前田 征辰 3年 牧志 紗和 2年 3級 金城 煌 3年 教材を変えていきます。  5日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
高橋 瑞 1年 仲間 慶 1年 金城 采央 3年 七段 金城 耀 2年 　暗算強化の教材費に 11日(金) 段位～3級検定申込しめきり
9級 吉川 みつき 1年 4級 金城 由依 5年 6級 ついては、試行錯誤 12日(土) 土曜練習 1時～3時
入澤 琉 3年 14級 城間 いち花 4年 五段 濱川 花姫 3年 しながら、進めていきます 19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
新垣 玲緒奈 2年 大城 咲絢 2年 平良 東子 4年 金城 雄星 4年 東 新太 2年 ので、しばらくの間 21日(月) 国民の休日(敬老の日)通常練習休み
島袋 凛 2年 牧志 紗和 2年 泉水 佑菜 4年 初段 平良 康臣 2年 徴収しないこととします。 　　　　　 午前検定練習 9時～12時、1時～3時
金城 妃南 2年 知花 拓磨 2年 佐々木 二來奈 3年 國仲 亜諏海 4年 高安 乃愛 2年 22日(火) 国民の休日(春分の日)通常練習休み
山城 優佳 2年 赤嶺 柊矢 2年 仲宗根 柚衣 3年 高江洲 里桜 4年  　　　　　午前検定練習 9時～12時、1時～3時
10級 宮城 ひかり 1年 城間 誉孝 2年 1級 23日(水) 7級以下検定申込しめきり
松本 依子 3年 大城 繁幸 1年 城間 陽路 2年 吉川 ななみ 3年 金城 椋香 2年 24日(木) 検定試験日(てるや)
川上 仁奨 2年 15級 5級 松堂 日向子 2年 金城 椋丞 年長 25日(金) 検定試験日(つかざん)
金城 千夏 2年 眞喜志 康平 年中 李 凌駿 4年 2級 26日(土)  第399回段位検定試験
金城 秀尭 年長 金城 煌 3年 城間 いち花 4年 　場所　豊見城市社会福祉センター
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