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https://tsukazan88soroban.com   第2位 ﾊﾟﾆﾖﾝ 櫻子  優勝 金城 由依

  第2位 平安座 唯衣   第2位 金城 秀治
  第2位 高橋 瑞   第2位 城間 陽愛
2年生の部   第2位 ﾊﾟﾆﾖﾝ 純一郎

 優勝 城間 誉孝   第2位 垣花 景

 優勝 城間 陽路   第2位 下里 彩歌

 優勝 波照間 未来 6年生の部
2級 六段   第2位 金城 一央  優勝 清水 あかり
 佐々木 二來奈3年  金城 柚希 中2   第2位 松堂 日向子   第2位 平田 裕乃介

 濱川 蒼志 2年  城間 陽路 2年  金城 雄星 4年 3年生の部 中学生の部
 宮里 明 年長 3級 四段  優勝 永吉 沙衣  優勝 嘉陽 美津希

7級 11級  中村 光 4年  三宅 里奈 5年   第2位 吉川 ななみ   第2位 與座 綾南
 新里 ひより 4年  與座 凉佑 3年  大城 吏功 4年  吉川 誠一郎 5年   第2位 宮城 ひまり   第2位 大城 菜々穂
 髙良 海月 3年  知花 拓磨 2年  濱川 太陽 4年  天久 楠々 4年 4年生の部   第2位 波照間 颯
 入澤 琉 3年 12級 4級  金城 虎大郎 4年  優勝 金城 雄星   第2位 與座 伽蓮
 池宮城 蒼太 2年  大城 咲絢 2年  神里 このは 4年 二段   第2位 照屋 杏佳   第2位 金城 柚希
 新垣 玲緒奈 2年  平良 裕希 2年  比嘉 音和 4年  松堂 日向子 2年   第2位 金城 虎太郎   第2位 新垣 克咲
 金城 裕之介 2年  半嶺 友聖 2年  東 新太 2年 初段   第2位 天久 楠々   第3位 仲村渠菜々美
 慶田元 心花 2年  赤嶺 柊矢 2年  照屋 丈貴 2年  新里 凜 4年   第2位 金城 凛奈
 三宅 優里 1年  金城 椋香 2年  平良 康臣 2年 1級
 金城 秀尭 年長  金城 玲 1年 5級  城間 いち花 4年  比嘉 音和 4年  安谷屋 陽士 2年 1月行事予定
 名幸 凜 年長 13級  宮城 湊斗 3年  田場 美鈴 4年  平良 東子 4年  金城 りりか 2年  9日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
8級  仲榮眞 颯大 1年  濱川 花姫 3年  宮城 結菜 3年  照屋 丈貴 2年  佐久川 兼輔 2年
 嘉数 琉乃叶 2年  金城 椋丞 年長  金城 りりか 2年 2級  平良 康臣 2年  新垣 玲緒奈 2年  　　　　　休日練習 9時～12時、1時～3時
 呉屋 暁一 2年  権藤 ゆあ 年中  照屋 華玲 2年  伊佐 茉央 4年  城間 陽路 2年  杉本 裕香 2年 15日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 金城 千夏 2年 14級  具志堅 暖 2年  佐々木 二來奈3年 5級  山城 優佳 2年 16日(土) 土曜練習 1時～3時
 松堂 凛子 年長  林 和花 3年 6級  三宅 愛里 3年  大城 優苺 4年  神里 來希 2年 23日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
9級 15級  神里 來希 2年  波照間 未来 2年  宮里 凛 2年
 友利 希穂 3年  友寄 景翔 年中 3級  照屋 華玲 2年 場所 津嘉山珠算塾　午前 9時集合 10時終了
 川上 仁奨 2年  中村 光 4年 6級 金城 龍樹 2年 28日(木) 検定試験日(てるや)
 山城 杏寿 2年 八段 4級  山田 笑彩乃 5年 寄川 響仁 年長 29日(金) 検定試験日(つかざん)
 羽地 柊人 年長 1級  金城 秀治 5年  大城 千奈 5年  宮城 湊斗 3年 比嘉 菜月 年長 30日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
10級  新里 凜 4年 七段  金城 俐希 4年  屋比久 梨愛 3年 仲島 すずな 年中 31日(日)  第401回段位検定試験
 赤嶺 ゆな 3年  金城 秀昊 3年  城間 陽愛 5年  大城 吏功 4年 　場所　豊見城市社会福祉センター

中学生珠算競技大会はコロナの影響もあり、
参加者が前年より183名減り305名の出場と
なりました。毎年目標にしている、個人の部全員
入賞及び団体は小中学生とも優勝得点でした。

表彰が出来なかったのがとても残念でした。
選手の皆さんはとてもよく頑張ったと思います。

11日(月) 通常授業休み

24日(日) 第30回ちびっこそろばん大会
新入生　

土曜・祝日の練習お疲れ様でした。そろばんgo

　去った、12月6日に行われた令和2年度南部地区

珠算の部

フラッシュ
暗算の部

ことし かんせん よぼう りゅうい きょうしつうんえい おも

さくねん か なか しゅざんきょういく りかい

暗算の部

ことし みなさま けんこう いぎ とし こと こころ いの もう あ

12月検定合格者

1月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。


