
No 323
令和5年2月1日
津嘉山珠算塾
TEL:889-8522(津)
TEL:888-3317(照)

https://tsukazan88soroban.com

6級  松川 美瑚 1年  松堂 市和 年中 金城 飛生 4年
 塩田 乃彩 4年 10級 14級 石川 結亜奈 3年

2級  知花 拓磨 4年  比嘉 菜月 2年  赤嶺 心々奈 2年 3級
山城 優佳 4年  手登根 かんな 3年  大城 紗菜 1年  西門 大輝 1年 翁長 美月 4年

六段 石原 さら 4年  金城 妃禾 3年  川端 慧 1年  大城 銀士 年長 4級
下里 彩歌 中2 高安 乃愛 4年  瑞慶覧 陽菜 2年  上原 彩生 1年 15級 宮城 陸叶 2年
準五段 3級  仲島 すずな 1年  富川 彩七 1年  大岡 心希 年長 5級
吉川 ななみ 5年 金城 裕之介 4年  知念 柊那 1年 11級 杉村 昴 5年
四段 慶田元 心花 4年 7級  金城 嘉秀 2年 平良 真之助 3年 2月行事予定
大城 昊己 中3 新垣 莉子 4年  伊敷 柚南 4年  與座 夢斗 2年 七段 宮城 佳奈 3年  4日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
参段 4級  佐敷 興毅 3年  伊良部 陽梨 1年 平良 東子 6年 富川 稜盛 2年 10日(金) 暗算1級～3級のみ検定申込締切
屋宜 駿仁 4年  德田 貴子 4年  國仲 海成 2年  玉那覇 怜 2年 金城 一央 4年 6級 11日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～3時
準参段  濱川 蒼志 4年 8級  金城 華楓 1年 準参段 佐敷 永愛 4年 18日(土) 土曜練習 9時～12時、1時～2時半
酒井 琉羽奈 4年  島袋 紗良 3年  酒井 凜乃羽 2年  深村 シェリル 1年 谷島 能生 6年 嘉手苅 美海 3年 18日(土) 全沖縄暗算競技大会(オンライン)
弐段  上原 光汰郎 3年  山下 蒼 2年  仲村渠 花怜 1年 準弐段 當山 有惺 2年 場所：津嘉山珠算塾　時間3:00～4:30
松堂 日向子 4年  宮城 蓮 3年  赤嶺 優花 2年  新川 陽大 1年 金城 芳人来 5年 中村 幸志郎 2年 19日(日) 全沖縄暗算競技大会
初段 5級  安谷屋 日葵 1年 12級 権藤 ゆあ 1年 場所：しゃぼん玉石けんくくる糸満
谷島 能生 6年  上原 姫愛浬 6年  照屋 希佳 1年  榮野川 愛彩 2年 準初段 23日(木) 天皇誕生日(授業休み)
渡邉 宗太 6年  屋良 朝斗 5年 9級  濱端 榎恋 2年 吉川 みつき 3年 23日(木) 祝日練習 9時～12時、1時～3時
準初段  金城 龍樹 4年  南 迅人 5年  大城 義史 1年 1級 谷島　能生 6年 21日(火) 検定申込しめきり
金城 希香 中1  佐敷 永愛 4年  宮城 琉哉 2年  大城 彪 1年 金城 耀 4年 上道　琥大郎 2年 24日(金) 検定試験日(てるや)
新垣 心唯 5年  大城 咲絢 4年  上原 萌生 2年  神里 大智 1年 安谷屋 陽士 4年 儀間　月 1年 24日(金) 検定試験日(つかざん)
1級  高橋 瑞 3年  渡慶次 笑愛 2年 13級 金城 永侍 年長 翁長　優 1年 24日(金) 検定試験日(でいご) 5時15分～
玉城 茉央 6年  神里 芽来 3年  金城 日茉莉 1年  榮野川 愛彩 2年 2級 大岡　心希 年長 25日(土) 土曜練習 9時～12時
大城 海龍 6年  下地 陽大 1年  仲村 安結 1年  與座 夕芽愛 1年 大城 妃咲 5年 手登根　楓真 年長

1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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去る、1月15日(日)にくくる糸満にてちびっ子そろばん
大会が開催されました。
コロナで各教室での大会開催が続いていましたが、
今年は会場での開催となりました。
初の親子参加型の大会で、親と一緒にフラッシュ暗
算の勝負(⁈)をして一喜一憂する子ども達。
大会をとても楽しんでいました。
持ったことのない重さの金メダルと、参加賞のお菓子
をもらい、笑顔溢れる大会となりました。

春休み　3月27日(月)～30日(木)

珠算3級以上、暗算段位合格者
2月6(月)琉球新報に掲載されま

今年の暗算大会は、会場開催orオンライン大会

どちらか一方ではなく、どちらも実施されます。

オンライン開催2/18(土) 会場開催2/19(日)


