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津嘉山珠算塾 個人総合競技

TEL:889-8522(津) 　第2位　金城一央、與座綾南、古堅祐哉

TEL:888-3317(照) 　第3位　平田裕乃介、清水あかり、嘉陽美津希
https://tsukazan88soroban.com 団体総合競技

　第2位　津嘉山小2年以下(一央、誉孝、陽路)
　第2位　津嘉山小3・4年生(雄星、沙衣、杏佳)
　第2位　津嘉山小5・6年生(裕乃介、あかり、陽愛)
　第3位　南星中学校(綾南、伽蓮、克咲)
フラッシュ暗算競技
　第2位　金城一央、嘉陽美津希、古堅祐哉
　第3位　平田裕乃介、清水あかり、與座綾南
読上げ暗算競技

石堂 孫敬 2年 　第2位　金城一央、金城雄星、古堅祐哉
平良 康臣 2年

11級 2級 高安 乃愛 2年 読上げ算競技
大城 玲愛菜 2年 金城 光 6年 6級 　第2位　一央、誉孝、未来、裕乃介、綾南、祐哉

7級 吉川 みつき 1年 大城 千奈 6年 赤嶺 ひなた 3年
宮城 湊斗 3年 大城 海瑠 1年 大城 快知 5年 川上 日暖 3年 グローアップ賞
眞喜志 果凛 3年 12級 屋比久 絆愛 5年 1級 5級
金城 りりか 2年 上原 采叶 3年 宮城 結菜 3年 新里 凜 4年 大城 吏功 4年 　第7位 與座綾南、第8位 金城一央
宮里 凛 2年 與座 凉佑 3年 松堂 日向子 2年 七段 城間 誉孝 2年 比嘉 音和 4年 ※グローアップ賞は去年より得点の伸びた点数を
具志堅 暖 2年 牧志 紗和 2年 3級 下里 彩歌 5年 2級 平良 東子 4年 　基に順位を決めています。10位内には賞状授与
8級 仲間 慶 1年 島袋 優雅 6年 五段 田場 美鈴 4年 濱川 花姫 3年
新里 ひより 4年 宮城 ひかり 1年 眞喜志 綾香 5年 新垣 克咲 中2 宮城 ひまり 3年 平良 康臣 2年 11月行事予定
髙良 海月 3年 平良 辰太 1年 山城 有寿 5年 垣花 景 5年 宮城 結菜 3年 高安 乃愛 2年
入澤 琉 3年 13級 佐々木 二來奈 3年 照屋 杏佳 4年 國仲 凜 3年 6級  　　　　　練習 9時～12時、1時～3時
大城 優真 3年 大城 咲絢 2年 三宅 愛里 3年 永吉 沙衣 3年 3級 横山 愛花莉 3年  7日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
新垣 玲緒奈 2年 知花 拓磨 2年 波照間 未来 2年 三段 眞喜志 綾香 5年 大城 幸也 3年 13日(金) 段位～6級検定申込しめきり
金城 裕之介 2年 仲島 凜 1年 城間 誉孝 2年 三宅 里奈 5年 三宅 愛里 3年 大城 妃咲 3年 14日(土) 土曜練習 1時～3時
三宅 優里 1年 大城 繁幸 1年 4級 吉川 誠一郎 5年 4級 平良 結愛 3年 21日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
9級 14級 手登根 あかり 4年 泉水 彩 5年 濱川 太陽 4年 照屋 華玲 2年
真栄田 奏 2年 金城 椋香 2年 知念 舞夏 4年 天久 楠々 4年 仲間 彩音 4年  　　　午前検定練習 9時～12時、1時～3時
金城 千夏 2年 金城 玲 1年 金城 煌 3年 二段 金城 煌 3年 26日(木) 検定試験日(てるや)
金城 秀尭 年長 瑞慶覧 陽菜 年長 5級 赤嶺 心優 6年 金城 采央 3年 林　宏花 3年 27日(金) 検定試験日(つかざん)
10級 15級 比嘉 音和 4年 初段 新里 皇太 3年 林　和花 1年 28日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
翁長 優有 2年 権藤 ゆあ 年中 大城 幸也 3年 松堂 日向子 2年 金城 耀 2年 大村　優奈 年長 29日(日)  第400回段位検定試験

屋比久 梨愛 3年 パニヨン 櫻子 1年 権藤　ゆあ 年中 　場所　豊見城市社会福祉センター

紙面の都合上、の入賞者のみ掲載します。詳細は
全国珠算教育連盟沖縄県支部のHPよりご覧頂けます。

　第3位　誉孝、陽路、日向子、杏佳、裕乃介、陽愛、綾南

  第3位　日向子、雄星、杏佳、沙衣、あかり、美津希、伽蓮

　第1位 古堅祐哉、第2位 波照間颯、第5位 永吉沙衣

 3日(火) 国民の休日(文化の日)通常授業休み

23日(月) 国民の休日(勤労感謝の日)通常授業休み

新入生

ぜんりょく と く ちい いっぽ うえ

ほ あんざん のうりょく しょうらい たから

ひごろ おも つうじゅく

つづ ほ おも

沖縄県通信珠算記録会2020

(全日本通信珠算競技版)の結果

じみち れんぞく けいぞく かなら

ちから じしん つな

しょうがくがくえん ぶんぶ りょうどう しんがくこう めざ

せかい かつやく にほんじん にほん ぶんか

しゅざん とら しゅざん しきあんざん ひと のうりょく

ため とう じゅく ぜんこく しゅざんきょういくれんめい しどう

　去った、10月18日に行われた記録会は前大会より
174名参加者が増え514名の参加となりました。

11月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。

そろばんgo きょうじょう きんねん まいとし すいせん ごうかくしゃ だ

わたし にゅうじゅく しゅざん しきあんざん み

あんざんりょく み きそ しゅざんれんしゅう

珠算の部

フラッシュ
暗算の部

じゅけんせいほんにん ほごしゃ かた お つ ひび ぞん

がつ ちゅうがくじゅけん がんしょていしゅつ はじ がつ はい にゅうがく しけん

暗算の部

ちゅうがっこう こうこう とう れんめい あんざんけんてい ご だん いじょう じどう せいと すいせん ごうかくしゃ

はちだん しゅとくしゃ じゅぎょうりょう わりげんめん きゅうだん わりげんめん じゅうだん はんがくげんめん きょうてい むす

10月検定合格者


