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 野原 麻莉 5年  嘉手刈 美海 3年 14級 準初段
 新垣 莉子 4年  後藤 利瑠 3年  金城 華楓 1年 金城 芳人来 5年

 仲間 彩音 6年  山城 杏寿 4年  當山 有惺 2年  川端 慧 1年 1級
 屋比久 梨愛 5年  與那嶺 伶佳 4年 10級  友寄 文寧 年長  楠本 琉唯寧 6年

八段  金城 耀 4年  慶田元 心花 4年  翁長 良希 2年  松堂 市和 年長  照屋 華玲 4年
 金城 顕都 専4  金城 秀尭 2年  松堂 凛子 2年  酒井 凜乃羽 2年 3級
準五段 2級 5級  金城 善大 2年  入澤 琉 5年 山田 隆喜 3年 大城 彪 1年
 垣花 景 中1  東 にこ 6年  嘉数 琉乃叶 4年  照屋 瑶大 1年 六段  島袋 凛 4年 玉那覇 怜 2年 大城 銀士 年長
四段  渡邉 希子 6年  德田 貴子 4年 11級  金城 凛奈 6年  金城 飛生 4年 與座 夕芽愛 1年 刘 芃辰 年長
 上原 咲良 中3  泉水 佑菜 6年  翁長 優有 4年  知念 泰志 3年  松堂 日向子 4年  具志堅 暖 4年 金城 そら 1年
準参段  神里 真絢音 5年  島袋 紗良 3年  米須 ゆり 2年  金城 一央 4年  宮城 蓮 3年 10月行事予定
 仲間 優 中1  安谷屋 陽士 4年 6級  屋嘉部 愛紗 1年 四段  金城 永侍 年長 8日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
弐段  東 新太 4年  上原 姫愛浬 6年  城間 優里 1年  城間 陽路 4年 5級 10日(月) スポーツの日 通常授業休み
 新里 佑和 6年  佐久川 兼輔 4年  大城 咲絢 4年 12級 準四段  塩田 乃彩 4年 10日(月) 休日練習 9時～12時、1時～3時
準弐段  権藤 ゆあ 1年  神里 芽来 3年  南 迅人 5年  仲村 光史 中1  上原 光汰郎 3年 14日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
 平良 東子 6年 3級  金城 椋丞 2年  伊敷 千萌 2年  平良 東子 6年 6級 15日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 松堂 日向子 4年  中島 カムイ 中3 7級 13級 準参段  金城 龍樹 4年 16日(日) 全日本通信珠算競技大会
初段  金城 俐希 6年  屋良 朝斗 5年  金城 由奈 2年  金城 秀昊 5年  宮城 佳奈 3年 場所　しゃぼん玉石けんくくる糸満
 比嘉 音和 6年  横山 愛花莉 5年  田場 琉誠 4年  大城 絢菜 2年 弐段  宮城 陸叶 2年 22日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準初段  大城 幸也 5年  神里 寿歩 4年  玉城 瑠夏 2年  上原 咲良 中2  下地 陽大 1年 26日(水) 検定申込しめきり
 城間 陽路 4年  金城 りりか 4年  大城 遥喜 3年  上原 彩生 1年 準弐段 27日(木) 検定試験日(てるや)
 酒井 琉羽奈 4年  石原 さら 4年 8級  志良堂 楓菜 1年  波照間 未来 4年 28日(金) 検定試験日(つかざん)
1級 4級  國仲 海成 2年  桃原 美来 年長 初段 28日(金) 検定試験日(でいご) 5時15分～
 金城 聖來 中1  山田 笑彩乃 1年 9級  金城 秀哉 年長  金城 秀尭 2年 29日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 濱川 太陽 6年  平良 春太 5年  横山 昴 3年  権藤 ゆあ 1年

10月
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9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。
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珠算3級以上、暗算段位

合格者は10月3(月)琉球

新報に掲載されます

珠算１級練習生でも、レベルは各それそれで、調

べてみますと、レベル１０～レベル２０です。

ちなみに、現在通塾している人で、レベル神をク

リアしている人数は３０人です。

※レベルは1からスタートし

レベル２０まで進むと次が

レベル神の問題となります。


