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 大城 幸也 3年  宮城 ひかり 1年  佐々木 結羽菜 年長  石原 陽 4年
 大城 妃咲 3年  大城 海瑠 1年  友寄 景翔 年長  平良 東子 4年

 金城 秀昊 3年  安谷屋 陽士 2年 11級  眞喜志 康平 年中 4級
3級  森 建人 2年  大城 咲絢 2年 15級  照屋 華玲 2年

九段  山城 有寿 5年  金城 りりか 2年  平良 裕希 2年  仲島 すずな 年中 5級
 嘉陽 美津希 中1  新里 凜 4年  翁長 美月 2年  赤嶺 柊矢 2年  横山 愛花莉 3年 1月24日にちびっ子そろばん大会を開催しました。
七段  中村 光 4年  具志堅 暖 2年  金城 椋香 2年  金城 辰和 2年 今年はコロナ化の状況もあり、会場が当塾での
 平田 裕乃介 6年  知念 舞夏 4年  高橋 瑞 1年  金城 妃禾 1年 九段 6級 開催となりましたが、通常の大会通りの緊張感
 金城 秀治 5年  城間 誉孝 2年  平安座 唯衣 1年  仲島 凛 1年  金城 由依 5年  仲宗根 耀太 4年 を体験し、いつもの練習とは違う雰囲気を演出
準四段  松堂 日向子 2年 7級  嘉手刈 慎 1年 八段  髙良 海月 3年 できるよう、微力ながら努めました。
 垣花 景 5年 4級  大城 優真 3年  金城 玲 1年  照屋 杏佳 4年  池宮城 蒼太 2年 最後は、例年通りのお菓子と、重いメダルをもらい
参段  大城 吏功 4年  前田 征辰 3年  大城 繁幸 1年 七段  新垣 玲緒奈 2年 笑顔あふれる大会となりました。
 照屋 杏佳 4年  伊佐 茉央 4年  与那嶺 伶佳 2年  権藤 ゆあ 年中  金城 雄星 4年  平田 藍理 2年 2月行事予定
弐段  平良 東子 4年  大城 唯名歩 2年 12級  永吉 沙衣 3年  金城 裕之介 2年  6日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
  仲村渠菜々美 中2  泉水 佑菜 4年 8級  宮里 誠護 2年 参段  石原 さら 2年 12日(金) 暗算1～3級検定申込締切
初段 5級  照屋 寿 2年  金城 椋丞 年長  金城 光咲 6年  高橋 瑞 1年 13日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 虎大郎 4年  仲座 あかり 5年  大城 えり 2年  権藤 ゆあ 年中  三宅 里奈 5年  金城 秀尭 年長 20日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
1級  比嘉 音和 4年  儀保 光一 2年 13級  金城 凛奈 4年
 吉川 ななみ 3年  松田 和幸 3年  玉城 心晴 年長  林 和花 3年 1級 　場所 津嘉山珠算塾　時間13:00～17:00
 金城 一央 2年  平良 結愛 3年 9級  瑞慶覧 陽菜 年長  金城 璃南 5年 杉村 昂 3年 24日(水) 検定申込締切
2級  金城 耀 2年  大城 玲愛菜 2年 14級  吉川 ななみ 3年 上原 さな 年長 25日(木) 検定試験日(てるや)
 大城 千奈 6年 6級  吉川 みつき 1年  林 宏花 1年 2級 仲島 すずな 年中 26日(金) 検定試験日(つかざん)
 城間 希笑 4年  山田 笑彩乃 5年 10級  神里 芽来 1年  具志堅 慈 4年 照屋 希佳 年中 27日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 采央 3年  照屋 諒 4年  知念 春兎 3年  新垣 巴梛 1年 3級 春休み　3月30日(火)～4月2日(金)
 宮城 結菜 3年  宮城 湊斗 3年  手登根 かんな 1年  寄川 響仁 年長  金城 聖來 5年
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21日(日) 沖縄県通信珠算記録会(暗算競技大会版)


