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 仲間 彩音 5年 4級
 金城 煌 4年  島元 孫敬 3年

 大城 妃穂 1年 3級 八段  新垣 玲緒奈 3年
 上原 さな 1年  大城 明日斗 中2  金城 由依 6年 6級

7級  照屋 日葵 1年  神里 真絢音 4年 五段  上原 さよ 4年
 中村 新一 3年  富川 稜盛 1年  屋比久 梨愛 4年  金城 虎大郎 5年  山城 杏寿 3年
 金城 椋香 3年  國仲 海成 1年  照屋 丈貴 3年  城間 誉孝 3年  翁長 美月 3年
9級  照屋 希佳 年長  平安座 唯衣 2年 弐段  島袋 凛 3年
 牧志 紗和 3年 13級 4級  吉川 ななみ 4年  大城 玲愛菜 3年
 金城 飛生 3年  德田 貴子 3年  入澤 琉 4年  宮城 結菜 4年  吉川 みつき 2年
 寄川 響仁 1年  伊敷 柚南 3年  新垣 玲緒奈 3年  波照間 未来 3年  宮里 明 1年
10級  大城 縁太 2年  金城 辰和 3年 初段  権藤 ゆあ 年長
 平良 真之助 2年  上原 陽葵 1年  金城 裕之介 3年  金城 煌 4年 9月行事予定
 神里 芽来 2年 14級  大城 唯名歩 3年  金城 采央 4年  4日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
11級  呉屋 ひより 1年  高安 乃愛 3年 1級 10日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 平良 真之助 2年  伊敷 千萌 1年 5級  仲間 彩音 5年 11日(土) 土曜練習 1時～3時
 金城 圭佑 2年  木場 裕羽凛 年長  上原 さよ 4年  平良 東子 5年 9月は木曜日が祝日となり 18日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 神里 笑好 2年  知念 柊那 年長  神里 優吾 4年  平良 康臣 3年 検定を、土曜日に行います。 20日(月)　敬老の日(授業休み)
 林 宏花 2年  砂辺 芽唯梨 年長  眞喜志 果凛 4年  金城 耀 3年 日程調整が難しい方は 20日(月) 検定前休日練習 9時～12時、1時～3時
 大城 遥喜 2年  島袋 凛 3年 2級 事前にご相談下さい。 23日(木)　秋分の日(授業休み)
 宮城 陸叶 1年  権藤 ゆあ 年長  新里 佑和 5年 23日(木) 検定前休日練習 9時～12時、1時～3時
 慶田元 蒼哉 1年 1級 6級 3級 照屋教室　検定実施日 24日(金) 検定試験日(つかざん)
12級  宮城 結菜 4年  照屋 寿 3年  大城 快知 6年 検　定　日　　9月25日(土) 25日(土) 検定試験日(てるや)　9:00開始
 山田 愛心 4年 2級  大城 玲愛菜 3年  東 にこ 5年 集 合 時 間 8:40集合 25日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 伊敷 柚南 3年  城間 いち花 5年  翁長 優有 3年  屋宜 七奏 5年 検定開始時間 9:00開始 26日(日)  第405回段位検定試験　9時～
 新垣 莉希 3年  田場 美鈴 5年  高安 乃愛 3年  場所　未定(決まり次第連絡します)
 平良 健成 2年  大城 優苺 5年

しょうかい

8月検定合格者

そろばんgo

珠算の部

9月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。
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なつやす お い がっこう りんじきゅうぎょう なつやす

つづ かん ことし なつ わたし にょうろけっせき いた ね

からだ む いた おさ くつう もだ よ ひとり

じょうず かんが まいかいじゅぎょう のぞ いた こんかい

照屋教室の皆さんへ

暗算の部

じゅぎょう やす じたい

きも からだ けんこう

あらた かん しゅう

どていど うんどう たいいくかん

りようていし うんどう きかい へ じたく

じかん ふ せいかつしゅうかん みだ

はんせい しだい こ たち がいしゅつじしゅく

そと からだ うご へ

かん

びょうき ま お おそ あらた かん


