
　沖尚中　１年　　清水あかり　

　中学生になって、そろばん塾に

通う日数が減ってしまい合格できるか

不安でした。小学校のころから

No 304 何度も受験してやっと合格することが

令和3年7月1日 できました。とても嬉しいです。

津嘉山珠算塾 今後の目標も、珠算・フラッシュ暗算

TEL:889-8522(津) 十段合格を目指します。

TEL:888-3317(照) そろばんに通わせてくれた家族

https://tsukazan88soroban.com 教えてくれた先生、一緒に練習する

友達に感謝します。 好きな言葉

練習で意識していること
練習はなるべく休まずに続けることが大切だと思います。

常に自己最高点、または前回より良い点数を取りたい

という気持ちで取り組んでいます。

 権藤 ゆあ 年長 1級
 金城 煌 4年 公益社団法人　全国珠算教育連盟より、令和3年7月より

 神里 笑好 2年 1級  金城 采央 4年 フラッシュ暗算検定の受験料が下記の通り改定の通知

13級  具志堅 慈 5年 九段  城間 陽路 3年 がありました。次回フラッシュ暗算検定の受験料が変更と

7級  山田 愛心 4年  山内 星乃 5年  清水 あかり 1年 2級 なりますことをお知らせいたします。

 山城 杏寿 3年  平良 真之助 2年 2級 八段  眞喜志 綾香 6年 段位　800円

 金城 妃南 3年  宮城 佳奈 2年  大城 吏功 5年  下里 彩歌 6年  大城 吏功 5年 級位　700円

 大城 玲愛菜 3年  石川 結亜奈 2年  比嘉 音和 5年 七段  仲間 彩音 5年 今回の改定により、合格証書デザインも変更となります。

 翁長 優有 3年  大城 遥喜 2年 3級  永吉 沙衣 4年  平良 東子 5年
 松堂 凛子 1年  富川 稜盛 1年  東 にこ 5年 六段 3級
8級  宮城 陸叶 1年 4級  垣花 景 6年  楠本 琉唯寧 5年
 金城 椋香 3年  佐々木 結羽菜1年  大城 幸也 4年  照屋 杏佳 5年  照屋 華玲 3年 7月行事予定
 宮城 ひかり 2年  城間 晴愛 年長  安谷屋 陽士 3年 五段 4級  2日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 大城 海瑠 2年  眞喜志 康平 年長  池宮城 蒼太 3年  天久 楠々 5年  山城 有寿 6年  3日(土) 土曜練習 1時～3時
9級 14級  平田 藍理 3年 四段  神里 真絢音 4年 10日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 神里 麻衣 2年  伊敷 柚南 3年  山城 優佳 3年  城間 誉孝 3年  平良 結愛 4年 11日(日) 全沖縄珠算選手権(代替)大会
10級  田場 琉誠 3年  神里 來希 3年 参段  山城 優佳 3年 6級 　場所 津嘉山珠算塾　　時間 8時40分集合
 金城 妃禾 2年  平良 健成 2年  石原 さら 3年  松堂 日向子 3年  金城 秀尭 1年  李 凌駿 5年 15日(木) 検定試験日(てるや)
 仲間 慶 2年  大城 縁太 2年 5級 弐段 5級  呉屋 暁一 3年 16日(金) 検定試験日(つかざん)
 金城 玲 2年  屋比久 美愛 2年  新里 ひより 5年 佐々木 二來奈 4年  仲座 あかり 6年  金城 千夏 3年 17日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 寄川 響仁 1年  神里 音光 1年  翁長 良武 4年 初段  宮城 湊斗 4年 18日(日)  第404回段位検定試験　9時～
11級  銘苅 晃大 1年 6級  照屋 翔也 5年  屋比久 梨愛 4年  場所　未定(決まり次第連絡)
 赤嶺 政斗 4年  與座 夢斗 1年  大城 優真 4年  伊佐 茉央 5年  入澤 琉 4年 仲程 心優 1年 22日(木)　海の日(授業休み)
12級  上原 陽葵 1年  前田 征辰 4年  金城 秀昊 4年  島元 孫敬 3年 半嶺 りんか 1年 23日(金)　スポーツの日(授業休み)
 長田 龍生 4年 15級  嘉数 琉乃叶 3年  國仲 凜 4年  平田 藍理 3年 知念 柊那 年長 24日(土) 土曜練習(授業休み)
 金城 飛生 3年  新垣 咲良 年長  金城 千夏 3年  波照間 未来 3年  金城 裕之介 3年 木場 裕羽凛 年長 31日(土)　土曜練習 9時～12時、1時～3時
 金城 圭佑 2年  吉川 みつき 2年

　　　　　　　夏休みの日程　　　　　　　　
8月18日(水)～8月22日(日)

新入生

7月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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