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津嘉山珠算塾 毎年恒例の 当塾で初めてフラッシュ暗算検定

TEL:889-8522(津) 6年生お疲れ 十段合格者がでました。

TEL:888-3317(照) 様会を開き 小学2年時にフラッシュ暗算八段

https://tsukazan88soroban.com ました。 合格まで一気に駆け上がり、九段からは1問も

今年は参加 当たらない日々が続きました。練習することから目を

者が少なかっ 背ける姿を見ていたので諦めず、チャレンジし続ける

たのですが ことが大切だと改めて感じました。

バンボッシュでの食事会や、卓球などをして 以下、フラッシュ暗算十段合格者の感想です。

楽しみました。6年生まで継続して続けた 合格の感想
ことは、とても素晴らしいことだと思います。 十段の検定を何度受けても不合格だったため、

これからの新生活でも目標を立てて、継続 合格の瞬間は嬉しくもあり、ホッとする気持ちも

し達成するために頑張って欲しいと思います。 ありました。教室で「初」のフラッシュ暗算十段合格

 中村 唯華 4年 9級  吉川 誠一郎 5年 というのはとても嬉しかったです。このレベルになるまで、休日や祝日に

 平良 春太 3年  知念 春兎 3年 準六段 教室を開けてくれた先生、支えてくれた家族のおかげです。

3級  上原 さよ 3年 10級  金城 凛奈 4年 練習で意識していること
 金城 美海 5年  髙良 海月 3年  牧志 紗和 2年 五段 フラッシュ暗算は珠算や暗算とは違って見直しが出来ないため集中して計算しています。

準五段  知念 実愛 4年  川上 日暖 3年 11級  泉水 彩 5年 今後の目標
 金城 柚希 中2  仲間 彩音 4年  入澤 琉 3年  林 和花 3年 準五段 暗算と珠算も十段合格

参段  楠本 琉唯寧 4年  池宮城 蒼太 2年 12級  金城 虎大郎 4年 去った、3月21日段位検定試験後の会場

 金城 雄星 4年  佐々木 二來奈3年  宮里 凛 2年  神里 芽来 1年 参段 で優良児童生徒表彰式が催されました。

初段  三宅 愛里 3年  杉本 裕香 2年  新垣 巴梛 1年  金城 一央 2年 教室で優良で模範となり、1級合格以上、

 屋比久 絆愛 5年  城間 陽路 2年  平田 藍理 2年  瑞慶覧 陽菜 年長 準初段 6年生以上の児童生徒が対象となります

準初段 4級  神里 來希 2年  友寄 景翔 年中  仲間 優 5年 本人の努力も、もちろんのこと、親の

 金城 一央 2年  島袋 優雅 6年  石原 さら 2年 13級 2級 サポートがあってこその表彰だったと

1級  石原 陽 4年  金城 秀尭 年長  金城 龍樹 2年  金城 聖來 5年 思います。珠算教育に深いご理解を

 慶田元 南晴 5年  比嘉 音和 4年 7級 14級  伊佐 茉央 4年 いただき、改めて感謝申し上げます。

 具志堅 慈 4年  金城 煌 3年  野原 麻莉 3年  杉村 昴 3年  宮城 ひまり 3年 暗算の部
 城間 希笑 4年  新里 皇太 3年  前城 一仁 3年  上原 さな 年長  三宅 愛里 3年 6級  山城 優佳 2年
 照屋 貴子 4年 5級  神里 優吾 3年  比嘉 菜月 年長 3級 赤嶺 政斗 3年
 金城 采央 3年  横山 愛花莉 3年  照屋 寿 2年 15級  比嘉 音和 4年 4月行事予定 長田 龍生 3年
 宮城 結菜 3年  屋比久 梨愛 3年  呉屋 暁一 2年  すなべ めいり 年中 4級  9日(金) 暗算1～3級検定申込締切 銘苅 晃斗 1年
 國仲 凜 3年  照屋 丈貴 2年  金城 千夏 2年  石堂 孫敬 2年 10日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時 神里 笑好 1年
2級  平良 康臣 2年  儀保 光一 2年 5級 17日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時 宮城 佳奈 1年
 名嘉 洋翔 5年  照屋 華玲 2年 8級 八段  森 建人 2年 21日(水) 検定申込締切 富川 稜盛 年長
 新里 凜 4年  平安座 唯衣 1年  山城 杏寿 2年  金城 雄星 4年 6級 22日(木) 検定試験日(てるや) 宮城 陸叶 年長
 山内 星乃 4年 6級  大城 玲愛菜 2年 六段  山田 笑彩乃 5年 23日(金) 検定試験日(つかざん) 上原 陽葵 年長

 新里 ひより 4年  宮城 楓花 2年  大城 昊己 中1  赤嶺 とな 4年 24日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時 富川 彩七 年中
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