
先の8月29日の記録会の結果となります。前大会より

少し増え340名の参加となりました。2位～10位の

No 295 選手には第2位、11位～20位の人には第3位の賞状が

令和2年10月1日 授与されます。

津嘉山珠算塾 2年生以下の部 総 種 5・6年生の部 総 種

TEL:889-8522(津)  2年以下団体 4位  5・年生団体 7位

TEL:888-3317(照)  金城 一央 16位 7位  平田 裕乃介 16位 14位

https://tsukazan88soroban.com  松堂 日向子 25位 19位  新垣 望愛 28位 15位

 波照間 未来 30位 19位  清水 あかり 18位 23位

3・4年生の部 総 種  金城 由依 36位 34位

 3・4年生団体 8位  金城 秀治 25位 39位

 金城 雄星 24位 26位  城間 陽愛 31位 25位

 永吉 沙衣 31位 16位  下里 彩歌 51位 44位

 照屋 杏佳 29位 16位  ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎 36位 53位

 金城 凛奈 39位 51位  垣花 景 59位 63位

 國仲 亜諏海 42位 51位 中学生の部 総 種
横山 愛花莉 3年 山城 杏寿 2年 四段  吉川 ななみ 55位 -  中学生団体 5位

仲宗根 柚衣 3年 大城 えり 2年  泉水 彩 5年  金城 秀昊 70位 -  與座 綾南 5位 8位

3級 平良 結愛 3年 儀保 光一 2年  金城 虎大郎 4年  宮城 ひまり 67位 -  波照間 颯 30位 36位

 大城 千奈 6年 照屋 丈貴 2年 12級  天久 楠々 4年 高校一般の部  與座 伽蓮 27位 32位

七段  大城 快知 5年 佐久川 兼輔 2年 濱川 蒼志 2年 準四段  古堅 祐哉 12位 12位  金城 柚希 44位 45位

 與座 伽蓮 中1  金城 璃南 5年 金城 耀 2年 手登根 かんな 1年  池宮城 咲良 5年  新垣 克咲 51位 55位

六段  城間 希笑 4年 7級 吉川 みつき 1年 準参段 ※総は総合競技(×÷±暗)のランキング

 金城 秀治 5年  宮城 ひまり 3年 安谷屋 陽士 2年 大城 海瑠 1年 仲村渠 菜々美 中2 　 種は種目別競技(読上げ算・読上げ暗算・フラッシュ暗算)

準六段  吉川 みなみ 3年 神里 來希 2年 13級  金城 凛奈 4年  　のランキング

 新垣 望愛 6年  宮城 結菜 3年 8級 赤嶺 柊矢 2年 準弐段
準四段  國仲 凜 3年 山田 笑彩乃 5年 宮城 ひかり 1年  金城 鳳柳 中3 仲島 凛 1年
 下里 彩歌 5年  金城 秀昊 3年 池宮城 蒼太 2年 14級 1級 佐々木 結羽菜 年長
弐段 4級 与那嶺 伶佳 2年 平良 裕希 2年 嘉数 菫 5年
 天久 楠々 4年 翁長 佑佳 6年 平田 藍理 2年 上原 諒大 1年 2級 10月行事予定
準弐段 金城 美海 5年 慶田元 心花 2年 國仲 海成 年長 慶田元 南晴 5年  3日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 雄星 4年 知念 舞夏 4年 石原 さら 2年 照屋 翔也 4年 10日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
初段 新里 凜 4年 平安座 唯衣 1年 4級 17日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 鳳柳 中3 濱川 太陽 4年 9級 七段 大城 吏功 4年 18日(日)沖縄県通信珠算記録会2020
1級 楠本 琉唯寧 4年 本永 柚樹 3年  新垣 克咲 中2 6級 　(全日本通信珠算競技版)　午前　9時開始
 儀保 美月 中1 5級 嘉数 琉乃叶 2年  垣花 景 5年 比嘉 音和 4年 21日(水) 検定申込しめきり
 仲間 優 6年 城間 誉孝 2年 呉屋 暁一 2年 六段 大城 幸也 3年 22日(木) 検定試験日(てるや)
2級 城間 陽路 2年 大城 唯名歩 2年  金城 雄星 4年 金城 辰和 2年 23日(金) 検定試験日(つかざん)
 新里 佑和 4年 6級 宮城 楓花 2年  照屋 杏佳 3年 杉本 裕香 2年 24日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 高江洲 里桜 4年 李 凌駿 4年 10級  永吉 沙衣 3年 9級 31日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 一央 2年 城間 いち花 4年 友利 希穂 3年 金城 秀尭 年長
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「そろばんgo」はホームページで確認できます。

新入生

そろばんgo

珠算3級以上、暗算段位の

新聞掲載について

学校の臨時休校に伴い、授業日数が削減された為、

「週の授業時間数の上乗せ」と「放課後学習の実施」

をされる学校があります。それに伴い、現在の時間割

では通えない児童がいると存じます。再度、時間割希

望届の提出をお願い申し上げます。

【津嘉山珠算塾の皆さま】

金曜日の3:10ｸﾗｽを選択している、2年生以上の児童

には、時間割変更届を配布いたします。再度金曜日

の授業時間についてご検討ください。また、大変申し

訳ないのですが、金曜日4:40ｸﾗｽは、すでに、定員が

いっぱいのため席の確保が難しく、別時間のｸﾗｽ、も

しくは別曜日への変更をお勧めします。時間割希望

届が提出されていない場合、終了時間にて授業終了

となるため、時間に間に合わない為に授業時間が少

なくなり、そろばん習得に支障がでる場合があります

ことを留意していただき、変更を希望される方は早め

にご提出下さい。

珠算検定後の合格者に
ついて、今まで「琉球新
報」と「沖縄タイムス」の
2社で新聞掲載しており
ましたが、９月検定は琉
球新報のみ(１０/５)の掲
載となります。

津嘉山珠算塾で、たのし
いそろばん教材は15級
へ、9級～14級の方も教
材が新しくなりました。カ
ラフルな表紙やその内
容が、そろばん学習を楽
しくできることを願い、新
しい教材と変更しました
ことをお知らせします。
各級教材の最初のペー
ジに保護者の皆様に向
けた、そろばん学習への
気持ちの持ち方などが
書かれておりますので、
是非お目通し頂きたいと
存じます。


