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6級  後藤 利瑠 3年 14級 弐段

 杉村 昴 5年  山下 蒼 2年  南 迅人 5年  仲村 光史 中1

2級  金城 龍樹 4年  安谷屋 日葵 1年  翁長 良希 2年  城間 陽路 4年

 新里 ひより 6年  上地 能生 4年  照屋 希佳 1年  金城 翔馬 2年 初段 6級

八段  平田 藍理 4年  上原 光汰郎 3年  仲兼久 竜徳 年長  玉城 瑠夏 2年  新屋 南弥 中2  上原 姫愛浬 6年  上原 彩生 1年

 清水 あかり 中2 3級  神里 笑好 3年 11級  照屋 瑶大 1年 1級  上地 能生 4年  神里 大智 1年

五段  村山 偉琉 6年  宮城 ひかり 3年  山田 晃雅 5年  横山 日向 1年  田場 美鈴 6年  金城 圭佑 3年  金城 華楓 1年

 泉水 彩 中1  入澤 琉 5年 7級  嘉手刈 美海 3年  志良堂 楓菜 1年  宮城 ひまり 5年  赤嶺 美莉耶 2年

 金城 雄星 6年  下地 愛來 4年  宮城 陸叶 2年  神里 音光 2年  城間 優里 1年  酒井 琉羽奈 4年  金城 由奈 2年

準四段  山城 優佳 4年  下地 陽大 1年  當山 有惺 2年  桃原 美来 年長 2級  大城 絢菜 2年

 金城 虎大郎 6年 4級 8級 12級 15級  玉城 茉央 6年  川端 慧 1年

準参段  島袋 凛 4年  屋良 朝斗 5年  山田 晃雅 5年  金城 秀哉 年長  東 にこ 6年 8月行事予定
 山内 星乃 6年  金城 飛生 4年  伊敷 柚南 4年  知念 泰志 3年  石原 さら 4年  5日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切

 金城 采央 5年  玉城 心晴 2年  神里 寿歩 4年  米須 ゆり 2年 3級  6日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

初段 5級  平良 健成 3年  當山 有惺 2年 準六段  横山 愛花莉 5年  9日(火)～12日(金)　夏休み

 平良 東子 6年  照屋 寿 4年  嘉手苅 慎 3年  川畑 希乃 1年  吉川 ななみ 5年  大城 妃咲 5年 13日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

 金城 秀昊 5年  新垣 莉子 4年  屋比久 美愛 3年  島袋 由彩 1年  松堂 日向子 4年  金城 裕之介 4年 20日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

準初段  川上 仁奨 4年  大城 妃穂 2年 13級 四段  金城 椋香 4年 24日(水) 検定申込しめきり

 新里 佑和 6年  平良 ののか 4年  上原 さな 2年  知念 泰志 3年  國仲 凜 5年 4級 25日(木) 検定試験日(てるや)

 松堂 日向子 4年  仲島 凛 3年 9級  翁長 良希 2年 準四段  濱川 蒼志 4年 26日(金) 検定試験日(つかざん)

1級  石川 結亜奈 3年  慶田元 蒼哉 2年  金城 日茉莉 1年  酒本 達馬 中3  寄川 響仁 2年 26日(金) 検定試験日(でいご) 5時15分～

 金城 希香 中1  宮城 蓮 3年  神里 寿々葉 1年  仲村 安結 1年 参段 5級 27日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時

 屋宜 駿仁 4年  大城 海瑠 3年  新垣 咲良 1年  大城 紗菜 1年  屋比久 絆愛 中1  德田 貴子 4年 28日(日) 全九州珠算選手権大会県予選

2級  屋宜 環仁 2年 10級  横山 日向 1年  宮城 結菜 5年  島袋 紗良 3年 場所　津嘉山地域振興資料館 午前開催

 石原 陽 6年  金城 永侍 年長  嘉手刈 美海 3年  松川 美瑚 1年

なつやす あ

たの

　　新入生

暗算の部

なつやす ことし まいとし こうれい び しゅくだい きょうしつ なつやす きかん ちゅう

か きん はな ちから お もくてき

すす ひと まいにち いちばん こうか なに

しゅくだい ほ おも みな がんば せ

んせい きも けいひん ようい

色々な刺激があってこその成長です。教室でも検定

これからもご理解、ご協力お願いします。

8月

TEL:070-8961-1377(で)

5月検定合格者
珠算の部

「そろばんgo」はホームページで確認できます。

そろばんgo

　3年ぶりの全沖縄珠算選手権大会、過去10年で年々レベルが上がり続けていた沖縄県の

レベルがコロナの影響かこの3年で10年前に戻りました。練習不足、モチベーションの維持を

出来ない事が、原因だと思います。その中でも当塾の子らは良く頑張って奮闘していました。

試験だけを追うことなく色々な練習を取り入れますので、

※宿題受取日

8/5(金)～

※くじ引き日
8/15(月)～8/16(火)

※詳細はHPにも掲載

され ています。

※必ず宿題を受取に来れ

る方がご参加下さい。

珠算3級以上、暗算段位

合格者は8月1日(月)沖縄

ﾀｲﾑｽに掲載されます


