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津嘉山珠算塾
TEL:889-8522(津)
TEL:888-3317(照) ちびっこの部 5年生の部

https://tsukazan88soroban.com 優勝 金城秀尭 優勝 金城雄星
第2位 松堂凛子 第2位 天久楠々
第2位 名幸凛 第2位 照屋杏佳
第2位 玉城心晴 第2位 金城虎大郎
2年生の部 第2位 金城凛奈
優勝 平安座唯衣 6年生の部

優勝 吉川みつき 優勝 城間陽愛
 仲島 凛 2年  神里 真絢音 4年 3年生の部 第2位 金城由依
 名幸 凛 1年  照屋 丈貴 3年 優勝 城間誉孝 第2位 垣花景

11級  羽地 柊人 1年  新垣 玲緒奈 3年 第2位 金城一央 第2位 下里彩歌
 仲榮眞 颯大 2年  金城 秀尭 1年 第2位 松堂日向子 中学生の部

6級 12級 3級 第2位 波照間未来 優勝 清水あかり
 山城 杏寿 3年  宮城 琉哉 1年 七段  濱川 太陽 5年 第2位 城間陽路 第2位 平田裕乃介
8級 14級  新垣 克咲 中3  平良 結愛 4年 4年生の部 第2位 大城菜々穂
 杉村 昴 4年  山田 晃雅 4年  金城 雄星 5年  金城 裕之介 3年 優勝 永吉沙衣 第2位 嘉陽美津希
 金城 龍樹 3年  屋嘉部 凜佳 2年  城間 誉孝 3年 4級 優勝 吉川ななみ 第2位 新垣望愛
 手登根 かんな 2年  比嘉 美愛 2年 五段  石原 陽 5年 第2位 金城采央 第2位 波照間颯
 金城 妃禾 2年  赤嶺 優花 1年  泉水 彩 6年  宮城 湊斗 4年 第3位 宮城結菜 第2位 與座伽蓮
 大城 繁幸 2年 参段  眞喜志 果凛 4年 第3位 大城昊己
 神里 芽来 2年  波照間 未来 3年  濱川 花姫 4年 第3位 大城明日斗
 石川 結亜奈 2年 1級 弐段  中村 新一 3年 1月行事予定
9級  慶田元 南晴 6年  具志堅 慈 5年  佐久川 兼輔 3年 　8日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 赤嶺 柊矢 3年  比嘉 音和 5年  照屋 翔也 5年  杉本 裕香 3年 10日(月)　成人の日(通常授業休み)
 金城 圭佑 2年 3級  山内 星乃 5年  平田 藍理 3年 10日(月) 大会前練習 9時～12時、1時～3時
 宮城 佳奈 2年  平良 結愛 4年  平良 東子 5年  平安座 唯衣 2年 14日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 大城 遥喜 2年  吉川 みつき 2年 初段  吉川 みつき 2年 15日(土) 土曜練習 1時～3時
 瑞慶覧 陽菜 1年 4級  金城 璃南 6年  権藤 ゆあ 年長 16日(日) ちびっ子そろばん大会
 城間 晴愛 年長  眞喜志 果凛 4年  比嘉 音和 5年 5級 　場所 ｻｻﾞﾝﾋﾞｰﾄｲﾎﾃﾙ&ﾘｿﾞｰﾄ沖縄
10級  森 建人 3年 1級  山城 杏寿 3年 22日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 大城 縁太 2年 5級  眞喜志 綾香 6年  大城 唯名歩 3年 27日(木) 検定試験日(てるや)　
 嘉手苅 慎 2年  大城 玲愛菜 3年  屋宜 七奏 5年  神里 來希 3年 28日(金) 検定試験日(つかざん)
 大城 妃穂 1年  儀保 光一 3年 2級  大城 海瑠 2年 川上 誠仁 1年 29日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 照屋 日葵 1年 6級  山城 有寿 6年 6級  濱川 蒼志 3年 横山 昴 2年 30日(日)  第407回段位検定試験　9時開始

 金城 飛生 3年  金城 俐希 5年  川上 仁奨 3年  金城 椋香 3年 後藤 りる 2年  場所　津嘉山珠算塾

表彰が当日出来なかったのはとても残念でしたが
選手の皆さんはとてもよく頑張ったと思います。

珠算の部

1月
「そろばんgo」はホームページで確認できます。

さくねん か なか しゅざんきょういく きょうりょく

ことし かんせんかくだい りゅうい きょうしつうんえい おも ことし みなさま けんこう いぎ

とし こと こころ いの もう あ

土曜・祝日の練習お疲れ様でした。
結果は下記の通り

個人の部全員入賞及び団体は小中学生とも
優勝得点でした。
全部門から優勝者を輩出し、全優勝者の半分を
占める事が出来たのはとても良い結果です。

　去った、12月5日に令和3年度南部地区小中学生
珠算競技大会が行われました。毎年目標にしている

新入生

12月検定合格者

そろばんgo

暗算の部

フラッシュ
暗算の部


