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 金城 妃南 4年 11級 六段  金城 永侍 年長
 平良 真之助 3年  金城 翔馬 2年  仲村 光史 中1 3級

3級  金城 圭佑 3年  川端 慧 1年  吉川 ななみ 5年  金城 凛 6年
 上原 さよ 5年  宮城 佳奈 3年 12級 五段  新垣 莉子 4年

参段  翁長 美月 4年  大城 繁幸 3年  宮里 穂榎 2年  酒本 達馬 中3  島袋 紗良 3年
 仲間 優 中1  金城 飛生 4年  宮城 陸叶 2年  金城 嘉秀 2年  屋比久 絆愛 中1 4級
 平良 東子 6年  具志堅 暖 4年  下地 陽大 1年  伊良部 陽梨 1年  平良 東子 6年  德田 貴子 4年
 吉川 ななみ 5年  三宅 優里 3年 7級  金城 華楓 1年 準五段  上原 光汰郎 3年
弐段 4級  山田 晃雅 5年  川端 慧 1年  金城 璃南 7年  金城 椋丞 2年
 金城 一央 4年  大城 玲愛菜 4年  仲間 慶 3年  新川 陽大 1年 四段 5級
初段  杉本 裕香 4年  屋嘉部 凜佳 3年  金城 秀哉 年長  屋宜 七奏 6年  上原 姫愛浬 6年
 仲村 昊真 中3  金城 椋香 4年  大城 妃穂 2年 13級  屋宜 駿仁 4年  大城 咲絢 4年
 屋宜 駿仁 4年  仲島 凛 3年 8級  赤嶺 美莉耶 2年 準四段  金城 妃禾 3年 12月行事予定
1級  石川 結亜奈 3年  銘苅 晃大 2年  玉那覇 怜 2年  比嘉 音和 6年  神里 芽来 3年  2日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
 大城 明日斗 中3  大城 海瑠 3年 9級 14級  金城 秀昊 5年 6級  3日(土) 土曜練習 7時30分～8時
 石原 陽 6年  屋宜 環仁 2年  赤嶺 優花 2年  榮野川 愛彩 2年 準参段  田場 琉誠 4年  3日(土) 第50回南部地区小中学生競技大会
 渡邉 希子 6年  金城 永侍 年長 10級  濱端 榎恋 2年  渡邉 宗太 6年  金城 才依香 3年 場所　しゃぼん玉石けんくくる糸満
 新垣 心唯 5年 5級  知念 泰志 3年  大城 彪 1年 準弐段  手登根 かんな 3年 10日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 平田 藍理 4年  杉村 昴 5年  奥間 鈴斗 3年  與座 夕芽愛 1年  金城 秀尭 2年  富川 稜盛 2年 14日(水) 検定申込しめきり
 照屋 華玲 4年  上原 光汰郎 3年  木嶋 泰雅 2年 15級 初段  知念 柊那 1年 15日(木) 検定試験日(てるや)
 吉川 みつき 3年  名幸 凛 2年  金城 日茉莉 1年  大城 銀士 年長  金城 芳人来 5年 16日(金) 検定試験日(つかざん)
2級 6級  松川 美瑚 1年 準初段 16日(金) 検定試験日(でいご) 5時15分～
 村山 偉琉 6年  屋良 朝斗 5年  屋嘉部 愛紗 1年  仲村 昊真 中3 17日(土) 土曜練習 9時～11時半、1時～3時
 大城 妃咲 5年  佐敷 永愛 4年  城間 優里 1年 七段 2級 24日(土) 土曜練習 9時～12時

 牧志 紗和 4年  松堂 日向子 4年  金城 椋香 4年

11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

暗算の部

はや ことし さいご つき とし せ ふゆやす しょうがつ こ

たち こころ う た きせつ

いぜん れんしゅうじ えんぴつ か ひと おお かん えんぴつ えんぴつ

けず も しん はい りゆう
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12月29日(木)～1月3日(火)

12月

TEL:070-8961-1377(で)

珠算3級以上、暗算段位

合格者は12月5(月)沖縄

タイムスに掲載されます

教室の冬休み期間中、今年もくじ引き宿題を実施します。

希望の方は申込を行い参加してください。※参加無料

※12月中旬に申込書配布予定。

おたのしみ会
津嘉山珠算塾：１２月２８日（水）

幼稚園以下・1年･２年 ２時００分～３時２０分

３年・４年 ３時３０分～４時５０分

５年生以上 ５時００分～６時２０分
※兄弟で合わせて参加したい場合は、どちらかに

あわせてご参加ください。
※幼稚園の園へのお迎えはありません

直接、来塾ください。

照 屋 珠 算 塾：１２月２７日（火）４時３０分～６時

３年ぶりに九州大会が会
場にて開催されました。当
塾からは県予選で選ばれ
た４名の選手が参加しまし
た。今大会は約10年ぶりに
沖縄県勢が全部門制覇し、
当塾から出場した選手４名
も入賞する事が出来ました。

ﾌﾗｯｼｭ暗算 第2位 與座綾南,嘉陽美津希

読上げ暗算 第2位 與座、金城雄星

読み上げ算 第2位 與座、嘉陽、永吉沙衣

個人総合競 第2位 與座、優良賞 嘉陽,金城雄,永吉


