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グローアップ賞
第3位  與座伽連 第5位 波照間颯

 金城 嘉秀 2年  石川 結亜奈 3年 弐段 3級  神里 芽来 3年
 伊良部 陽梨 1年  寄川 響仁 2年  酒本 達馬 中3  石原 陽 6年  金城 椋丞 2年

10級  金城 華楓 1年  松堂 凛子 2年  屋比久 絆愛 中1  上原 さよ 5年  城間 晴愛 1年
 赤嶺 優花 2年  大城 義史 1年 4級  金城 芳人来 5年  横山 愛花莉 5年  仲島 すずな 1年

7級  上原 萌生 2年  川端 慧 1年  川上 仁奨 4年 初段  下地 愛來 4年 6級
 金城 真翔 5年  渡慶次 笑愛 2年  神里 大智 1年  神里 笑好 3年  上原 咲良 中3  杉本 裕香 4年  宮城 佳奈 3年
 平良 辰太 3年  川畑 希乃 1年  新川 陽大 1年 5級  渡邉 宗太 6年  金城 飛生 4年  大城 遥喜 3年
 屋比久 美愛 3年  横山 日向 1年  兼久 心琉 年長  金城 龍樹 4年  屋宜 駿仁 4年  寄川 響仁 2年  中村 幸志郎 2年
 上原 さな 2年 11級 14級  上地 能生 4年  金城 裕之介 4年  屋宜 環仁 2年  瑞慶覧 陽菜 2年 榮野川 愛彩 2年
 富川 稜盛 2年  南 迅人 5年  大村 優奈 2年  金城 圭佑 3年  山城 優佳 4年 4級  宮城 陸叶 2年 濱端 榎恋 2年
8級  赤嶺 優花 2年  赤嶺 美莉耶 2年  名幸 凛 2年  権藤 ゆあ 1年  大城 明日斗 中3  下地 陽大 1年 赤嶺 心々奈 2年
 山田 晃雅 5年  松田 瑛士 2年  玉那覇 怜 2年  宮城 陸叶 2年 1級  新垣 莉子 4年 11月行事予定
 佐敷 興毅 3年  仲村 安結 1年  新川 陽大 1年  仲島 すずな 1年  平田 藍理 4年  金城 りりか 4年   3日(水)文化の日(通常授業休み)
 嘉手刈 美海 3年  大城 紗菜 1年  下地 陽大 1年  平安座 唯衣 3年  翁長 美月 4年   3日(水) 休日練習 9時～12時、1時～3時
 慶田元 蒼哉 2年  上原 彩生 1年 6級  吉川 みつき 3年  濱川 蒼志 4年   5日(土) 午前練習休み 1時～3時
 當山 有惺 2年  島袋 由彩 1年 1級  屋良 朝斗 5年 2級  石原 さら 4年 11日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 神里 寿々葉 1年  松川 美瑚 1年  平安座 唯衣 3年  神里 寿歩 4年  金城 聖來 中１  玉城 心晴 2年 12日(土) 午前練習休み 1時～3時
 仲兼久 竜徳 年長 12級  吉川 みつき 3年  平良 真之助 3年  村山 偉琉 6年 5級 19日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
9級  金城 由奈 2年 2級  大城 繁幸 3年  佐久川 兼輔 4年  嘉数 琉乃叶 4年 22日(火) 検定申込締め切り
 仲榮眞 颯大 3年  大城 絢菜 2年  仲村 友志 5年  大城 玲愛菜 4年  金城 龍樹 4年 23日(水) 勤労感謝の日(通常授業休み)
 比嘉 美愛 3年  金城 翔馬 2年  東 新太 4年  金城 辰和 4年  森 建人 4年 23日(水) 休日練習 9時～12時、1時～3時
 翁長 良希 2年  上原 彩生 1年  大城 玲愛菜 4年 八段  慶田元 心花 4年  德田 貴子 4年 24日(木) 検定試験日(でいご)
 神里 音光 2年  志良堂 楓菜 1年  大城 海瑠 3年  金城 雄星 6年  金城 椋香 4年  牧志 紗和 4年 25日(金) 検定試験日(てるや)
 山下 蒼 2年  金城 匡虎 1年  屋宜 環仁 2年 四段  石川 結亜奈 3年  島袋 紗良 3年 25日(金) 検定試験日(つかざん)
 安谷屋 日葵 1年  桃原 美来 年長 3級  仲村 光史 中1  大城 海瑠 3年  金城 妃禾 3年 26日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 照屋 希佳 1年 13級  濱川 蒼志 4年  平良 東子 6年  金城 永侍 年長  上原 光汰郎 3年 27日(日)  第412回段位検定試験　9時～
 金城 美桜 1年  大村 優奈 2年  杉本 裕香 4年  宮城 ひかり 3年  場所　津嘉山地域振興資料館
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