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7級  宮城 佳奈 2年 準六段
 古波津 佑晟 4年  石川 結亜奈 2年  金城 一央 3年

3級  川上 仁奨 3年  大城 遥喜 2年 準五段
 金城 聖來 6年 8級  宮城 陸叶 1年  城間 誉孝 3年

六段  照屋 翔也 5年  林 和花 4年  慶田元 蒼哉 1年 準初段
 新垣 望愛 中1 4級  平良 裕希 3年  城間 晴愛 年長  國仲 亜諏海 5年 與座 綾南 (向陽高1年)
 清水 あかり 中1  新里 ひより 5年  仲島 凛 2年 13級  金城 秀昊 4年
五段  屋比久 梨愛 4年 9級  田場 琉誠 3年 3級 永吉 沙衣 (津嘉山小4年)
 新垣 克咲 中3  照屋 華玲 3年  大城 咲絢 3年  新垣 莉希 3年  楠本 琉唯寧 5年 城間 誉孝 (津嘉山小3年)
準五段  平安座 唯衣 2年  大城 繁幸 2年  平良 健成 2年  金城 耀 3年 金城 秀治 (白川小6年)
 下里 彩歌 6年 5級  宮里 明 1年  大城 妃穂 1年  金城 秀尭 1年 城間 陽愛 (津嘉山小6年)
四段  李 凌駿 5年  金城 椋丞 1年  照屋 日葵 1年 4級 嘉陽 美津希 (沖尚中2年)
 泉水 彩 6年  大城 幸也 4年 10級  比嘉 菜月 1年  杉本 裕香 3年 古堅 祐哉 (一般)
参段  髙良 海月 4年  杉村 昴 4年 14級 5級
 吉川 誠一郎 6年  入澤 琉 4年  赤嶺 政斗 4年  德田 貴子 3年  大城 優真 4年 youtube ８月行事予定
準弐段  新垣 玲緒奈 3年  金城 龍樹 3年  新垣 莉希 3年  前田 征辰 4年 かじつそろばん教室   5日(木) 暗算1～3級検定申込締切
 屋比久 絆愛 6年  平田 藍理 3年  宮里 誠護 3年  新垣 咲良 年長  慶田元 心花 3年  7日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 吉川 ななみ 4年  石原 さら 3年  金城 飛生 3年  富川 彩七 年長  大城 唯名歩 3年 14日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準初段  金城 秀尭 1年 11級 15級  吉川 みつき 2年 アバカススクール 18日(水)～21日(土) 夏休み
 仲間 優 6年 6級  長田 龍生 4年  木場 裕羽凛 年長 6級 　こまかい指導方法です。 25日(水) 検定申込締切
 宮城 結菜 4年  翁長 良武 4年  金城 飛生 3年  知念 柊那 年長  与那嶺 伶佳 3年 26日(木) 検定試験日(てるや)
2級  嘉数 琉乃叶 3年  石川 結亜奈 2年  大城 えり 3年 27日(金) 検定試験日(つかざん)
 大城 快知 6年  照屋 寿 3年  仲島 すずな 年長 德田 貴子 3年 28日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 山城 有寿 6年  金城 千夏 3年 12級 六段 宮城 琉哉 1年 29日(日) 全九州珠算選手権大会県予選

 権藤 ゆあ 年長  平良 真之助 2年  泉水 彩 6年 金城 善大 1年 　午前中　場所未定

  3,4年生の部(永吉沙衣,城間誉孝,金城一央)

  中学生の部(嘉陽美津希,清水あかり,平田裕乃介)

個人総合競技の部

団体総合競技の部

全沖縄珠算選手権(代替)大会

第二位

第三位

第二位

第三位

 　2年生以下の部(平安座唯衣,金城秀尭,吉川みつき)

  5,6年生の部(金城秀治,城間陽愛,金城由依)

珠算の部

「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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8月

7月検定合格者
  高校生以上の部(與座綾南,古堅祐哉,金城顕都)

　中学受験に珠算式暗算
を活かせる子の特徴etc

　コロナウィルスによる外出自粛の
影響からなのか、現在の動画配信
サービスの配信する内容の幅が増
えてきたと感じます。Youtubeでそ
ろばんに関する動画が配信されて
いることを、よく耳にするようになり
ました。そろばんの先生方で、そろ
ばんの配信を見た。あれが良かっ
た。あの先生が配信している。など
聞き私自身も見てみると、これはお
もしろいことを言っているな。この
内容はためになるな。と思ったりま
す。時間があるときに視聴してみる
のもいいかもしれません。

暗算の部
新入生

そろばんgo
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夏休みくじ引き宿題
今年も、夏休みくじ引き宿
題をやることにしました。
教室の休み期間中に少し
でも、そろばんや暗算に
触れ、力を落とさないのを
目的にしています。奮って
ご参加ください。
※参加無料です。
※希望申込が必要です。


