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令和3年3月1日 各部門の入賞者は下記の通りです

津嘉山珠算塾 満点賞

TEL:889-8522(津)  金城 一央 2年 読上げ暗算　第2位

TEL:888-3317(照)  永吉 沙衣 3年  城間 誉孝 2年
https://tsukazan88soroban.com  金城 雄星 4年  金城 雄星 4年

 垣花 景 5年  平田 裕乃介 6年
 金城 秀治 5年  與座 伽蓮 中1
 清水 あかり 6年  波照間 颯 中2
 嘉陽 美津希 中1  與座 綾南 中3
 與座 伽蓮 中1  古堅 祐哉 一般
 與座 綾南 中3 フラッシュ暗算　第2位

 金城 采央 3年  翁長 良武 3年  山内 星乃 4年  楠本 琉唯寧 4年 ｽﾋﾟｰﾄﾞ競技 県内best10  城間 誉孝 2年
 波照間 未来 2年  眞喜志 果凛 3年  伊佐 茉央 4年  高安 乃愛 2年  城間 誉孝 2年  金城 一央 2年

12級 3級  入澤 琉 3年  佐々木 二來奈3年 5級  清水 あかり 6年  平田 裕乃介 6年
 林 和花 3年  城間 いち花 4年  慶田元 心花 2年  三宅 愛里 3年  山城 有寿 5年  嘉陽 美津希 中1  新垣 望愛 6年

7級 13級  知念 舞夏 4年  波照間 未来 2年  金城 聖來 5年  與座 綾南 中3  嘉陽 美津希 中1
 嘉数 琉乃叶 2年  林 宏花 1年  仲間 彩音 4年 2級  知念 舞夏 4年  古堅 祐哉 一般  與座 綾南 中3
 島袋 凛 2年  神里 芽来 1年  神谷 颯人 4年 十段  金城 美海 5年  石原 陽 4年
 山城 優佳 2年  新垣 巴梛 1年  新里 皇太 3年  嘉陽 美津希 中1  屋比久 絆愛 4年  仲宗根 柚衣 3年 3月行事予定
8級  寄川 響仁 年長  東 新太 2年 八段  知念 実愛 4年  安谷屋 陽士 2年  5日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 真栄田 奏 3年  國仲 海成 年長 4級  平田 裕乃介 6年  中村 光 4年  佐久川 兼輔 2年  6日(土) 土曜練習 1時～3時
 松本 依子 3年  友寄 景翔 年中  仲座 あかり 5年 六段  城間 希笑 4年  金城 辰和 2年 13日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 中村 新一 2年 14級  李 凌駿 4年  新垣 克咲 中2  金城 秀昊 3年  山城 優佳 2年 18日(木) 検定試験日(てるや)
 金城 妃南 2年  金城 龍樹 2年  屋比久 梨愛 3年 四段 3級 6級 19日(金) 検定試験日(つかざん)
 翁長 優有 2年  仲島 すずな 年中  平良 結愛 3年  泉水 彩 5年  金城 璃南 5年  神里 このは 4年 20日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 吉川 みつき 1年  照屋 希佳 年中  金城 耀 2年  金城 凛奈 4年  新里 佑和 4年  照屋 諒 4年 21日(日)  第402回段位検定試験　9時～
9級 15級 5級 参段  比嘉 音和 4年  新里 ひより 4年  場所　豊見城市社会福祉センター
 濱川 蒼志 2年  上原 さな 年長  髙良 海月 3年  仲間 優 5年  平良 東子 4年  平良 春太 3年  同日・同場所　優良児童生徒表彰式　11時～
10級  照屋 希佳 年中  安谷屋 陽士 2年 弐段  金城 煌 3年  髙良 海月 3年 27日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 與座 凉佑 3年  宮里 凛 2年  池宮城 咲良 5年  金城 采央 3年  眞喜志 果凛 3年 30日(火) 6年生お疲れ様会 午前中～
 知花 拓磨 2年  新垣 玲緒奈 2年  新里 凜 4年  新里 皇太 3年  入澤 琉 3年
 平良 裕希 2年 1級  杉本 裕香 2年  城間 誉孝 2年  照屋 丈貴 2年  前田 征辰 3年 春休み　3月30日(火)～4月2日(金)
 金城 椋香 2年  城間 希笑 4年  平田 藍理 2年 初段  平良 康臣 2年  森 建人 2年 6級
 仲島 凛 1年  國仲 凜 3年  神里 來希 2年  吉川 ななみ 3年  金城 耀 2年  中村 新一 2年  石原 さら 2年 杉村 昴 3年
 権藤 ゆあ 年中  城間 誉孝 2年  平安座 唯衣 1年  宮城 結菜 3年  城間 陽路 2年  池宮城 蒼太 2年  具志堅 暖 2年 慶田元 蒼哉 年長
11級  城間 陽路 2年  金城 秀尭 年長 1級 4級  平田 藍理 2年  三宅 優里 1年 金城 圭佑 年長
 仲間 慶 1年 2級 6級  具志堅 慈 4年  東 にこ 4年  金城 裕之介 2年  平安座 唯衣 1年 砂辺 芽唯梨 年中
 金城 椋丞 年長  新里 佑和 4年  上原 さよ 3年  照屋 翔也 4年  大城 優苺 4年  大城 唯名歩 2年  金城 秀尭 年長

今回、暗算十段を

合格しました。私は

そろばんをするとき いつも全力で問題に取り組むことを意識し

暗算でも十段合格することが目標です。みんなも

夢(目標)に向かってあきらめないで頑張って下さい。
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3月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。

きました。なので、「暗算十段合格しました。」と聞いた

ときは、すごく嬉しかったです。地道に頑張ってきてよかった

なと思いました。これも、指導して下さった先生方、

支えてくれた家族のおかげです。今後も珠算とフラッシュ

「全て十段合格するぞ。」という気持ちで今まで頑張って
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よ かんが
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