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No 322 　第2位
令和4年1月1日 中学生の部

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

TEL:888-3317(照) 第2位 城間晴愛 第2位 永吉沙衣
第2位 金城永侍 第2位 金城采央

https://tsukazan88soroban.com 第2位 権藤ゆあ 第2位 金城秀昊
第3位 知念柊那 6年生の部

第3位 下地陽大 優勝 金城雄星
2年生の部 第2位 天久楠々
優勝 金城秀尭 第3位 平良東子
第2位 松堂凛子 中学生の部

第2位 屋宜環仁 優勝 金城秀治
2級 七段  佐久川 兼輔 4年 5級 第2位 玉城心晴 第2位 新垣望愛
 石原 陽 6年  金城 一央 4年  慶田元 心花 4年  金城 凛 6年 3年生の部 第2位 金城由依

 仲村 安結 1年  金城 裕之介 4年 六段  金城 椋香 4年  平良 ののか 4年 優勝 平安座唯衣 第2位 城間陽愛
11級  神里 來希 4年  泉水 彩 中1  石川 結亜奈 3年  大城 遥喜 3年 第2位 大城海瑠 第2位 嘉陽美津希

7級  金城 由奈 2年 3級  松堂 日向子 4年  大城 海瑠 3年  瑞慶覧 陽菜 2年 第2位 石川結亜奈 第2位 清水あかり
 宮里 誠護 4年  大城 絢菜 2年  森 建人 4年 五段  金城 永侍 年長  宮城 陸叶 2年 第2位 島袋紗良 第2位 與座伽蓮
 平良 健成 3年  砂辺 芽唯梨 1年  翁長 優有 4年  平良 東子 6年 2級  下地 陽大 1年 4年生の部 第2位 下里彩歌
 嘉手苅 美海 3年  志良堂 楓菜 1年  三宅 優里 3年 参段  横山 愛花莉 5年 6級 優勝 城間誉孝 第2位 垣花景
 照屋 日葵 2年  金城 匡虎 1年 4級  酒本 達馬 3年  東 新太 4年  上原 姫愛浬 6年 優勝 金城一央 第2位 仲村光史
 當山 有惺 2年  桃原 美来 年長  上原 姫愛浬 6年  比嘉 音和 6年  下地 愛來 4年  金城 真翔 5年 第2位 波照間未来 ※優勝 部門最高得点者

 仲兼久 竜徳 年長 12級  金城 龍樹 4年  金城 芳人来 5年  金城 飛生 4年  屋良 朝斗 5年 第2位 松堂日向子 第2位 優勝者を除く上位15％

8級  玉城 瑠夏 2年  金城 妃南 4年  金城 秀尭 2年  松堂 凛子 2年  塩田 乃彩 4年 第2位 屋宜駿仁 第3位 上位16％～50％

 上原 朱莉 4年  玉那覇 怜 2年 5級 弐段  屋宜 環仁 2年  上地 能生 4年 1月行事予定
 横山 昴 3年  兼久 心琉 年長  屋良 朝斗 5年  渡邉 宗太 6年 3級  神里 寿歩 4年   7日(土) 9時～12時、1時～3時
 翁長 良希 2年 13級  牧志 紗和 4年  神里 真絢音 5年  玉城 茉央 6年  金城 圭佑 3年   9日(月)成人の日(授業休み)
 呉屋 ひより 2年  濱端 榎恋 2年  神里 寿歩 4年  屋宜 駿仁 4年  野原 麻莉 5年  富川 稜盛 2年   9日(月) 祝日練習 9時～12時、 1時～3時
 神里 音光 2年  大城 彪 1年 6級  権藤 ゆあ 1年  大城 幸也 5年  友寄 景翔 1年 13日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 金城 美桜 1年  辜 裕凱 年長  佐藤 花 5年 初段  新垣 莉子 4年  知念 柊那 1年 14日(土) 午前練習休み 1時～3時
9級 14級  金城 真翔 5年  安谷屋 陽士 4年  濱川 蒼志 4年 7級 15日(日) 第35回ちびっ子そろばん大会
 酒井 凜乃羽 2年  山田 隆喜 3年  屋比久 美愛 3年  高安 乃愛 4年  玉城 心晴 2年  嘉手苅 美海 3年 場所:シャボン玉せっけんくくる糸満 時間:10時開始

 金城 善大 2年  金城 そら 1年  大城 遥喜 3年  吉川 みつき 3年 4級 21日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
 川上 誠仁 2年 15級  瑞慶覧 陽菜 2年 1級  德田 貴子 4年 25日(水) 検定申込締め切り
 照屋 瑶大 1年  刘 芃辰 年長  金城 聖來 中1  島袋 紗良 3年 26日(木) 検定試験日(てるや)
 川畑 希乃 1年  冨原 守人 6年  金城 妃禾 3年  儀間 月 1年 27日(金) 検定試験日(つかざん、でいご)
 屋嘉部 愛紗 1年 九段  村山 偉琉 6年  上原 光汰郎 3年  大岡 心希 年長 28日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
10級 1級  城間 誉孝 4年  楠本 琉唯寧 6年  金城 椋丞 2年 29日(日)  第413回段位検定試験　9時～
 金城 翔馬 2年  佐久川 兼輔 4年  照屋 丈貴 4年  場所　豊見城市社会福祉センター2F

TEL:070-8961-1377(で)

新入生

暗算の部

そ ろ ば ん go

珠算の部

「そろばんgo」はホームページで確認できます。

10月検定合格者

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 じょじょ ふ しんぱい 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
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