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https://tsukazan88soroban.com 第1位 下地陽大 第1位 金城 椋丞
第2位 金城 椋丞 第2位 宮城 陸叶
第3位 宮城 陸叶 第3位 下地 陽大
3･4年生の部 3･4年生の部

第1位 城間 陽路 第1位 城間 陽路
第2位 安谷屋 陽士 第2位 金城 椋香
第2位 金城 りりか 第2位 照屋 華玲

 下地 陽大 1年 初段 4級 第4位 照屋 華玲 第4位 山城 優佳
5級  冨原 守人 6年  翁長 優有 4年 松堂凛子 第4位 石川 結亜奈 5･6年生の部

12級  手登根 かんな 3年  村山 偉琉 6年  大城 唯名歩 4年 3･4年生の部 吉川みつき 第5位 金城 椋香 第1位 金城 采央
 中村 幸永 年長  屋比久 美愛 3年  酒井 琉羽奈 4年  下地 陽大 1年 金城一央 松堂日向子 5･6年生の部 第1位 宮城 結菜

7級 13級  瑞慶覧 陽菜 2年  平安座 唯衣 3年 5級 第1位 渡邉 宗太 第3位 渡邉 宗太
 嘉手苅 慎 3年  山田 隆喜 3年  當山 有惺 2年  石川 結亜奈 3年  屋良 朝斗 5年 金城雄星 永吉沙衣 第2位 金城 采央 第4位 金城 芳人来
 慶田元 蒼哉 2年  金城 そら 1年 6級  大城 海瑠 3年  高橋 瑞 3年 第3位 金城 芳人来 中学生の部

 金城 美桜 1年 14級  照屋 日葵 2年  金城 永侍 年長  富川 稜盛 2年 新垣望愛 金城由依 中学生の部 第1位 大城 昊己
8級  大岡 心希 年長 1級  中村 幸志郎 2年 清水あかり 嘉陽美津希 第1位 泉水 彩 第2位 仲間 優
 新垣 巴梛 3年 15級  下地 愛來 4年 6級 古堅祐哉 第2位 大城 昊己
 比嘉 美愛 3年  手登根 颯真 年長 九段  新垣 玲緒奈 4年  佐敷 永愛 4年
 新垣 咲良 1年  新垣 晃大 年長  金城 由依 中1  金城 辰和 4年  知花 拓磨 4年 権藤ゆあ
9級 六段  屋宜 環仁 2年  上原 朱莉 4年 金城秀尭 金城永侍 3月行事予定
 金城 翔馬 2年  大城 昊己 中3 2級  嘉手苅 美海 3年 　3日(金) 段位～6級検定申込しめきり
 木嶋 泰雅 2年 1級 五段  玉城 茉央 6年  屋比久 美愛 3年 城間誉孝 金城一央   4日(土) 土曜練習 1時～3時
 横山 日向 1年  村山 偉琉 6年  仲村 光史 中1  野原 麻莉 5年  翁長 良希 2年 11日(土) 午前検定練習 9時～12時、1時～3時
 城間 優里 1年  石原 さら 4年 四段  新垣 莉子 4年  當山 有惺 2年 金城雄星 永吉沙衣 15日(水) 検定申込締め切り
10級  大城 海瑠 3年  山内 星乃 6年  三宅 優里 3年  金城 美桜 1年 16日(木) 検定試験日(てるや)
 金城 由奈 2年  屋宜 環仁 2年 参段 3級 清水あかり 嘉陽美津希 17日(金) 検定試験日(つかざん、でいご)
 大城 絢菜 2年 3級  前里 光莉 中2  入澤 琉 5年 古堅祐哉 18日(土) 午後検定練習 1時～3時

 志良堂 楓菜 1年  德田 貴子 4年  権藤 ゆあ 1年  德田 貴子 4年 新垣　詩遥 1年 19日(日)  第414回段位検定試験　9時～
 島袋 由彩 1年  仲島 凛 3年 弐段  神里 來希 4年 新垣 晃大 年長  場所　豊見城市社会福祉センター2F
11級  上原 光汰郎 3年  大城 海龍 6年  石原 さら 4年 権藤ゆあ 21日(火)春分の日(授業休み)
 榮野川 愛彩 2年  金城 椋丞 2年  宮城 ひまり 5年  島袋 紗良 3年 金城秀尭 金城永侍 21日(火) 祝日練習 9時～12時、 1時～3時
 大城 彪 1年 4級  照屋 華玲 4年  金城 妃禾 3年 清水あかり 3･4年生の部 25日(土) 土曜練習　1時～3時
 神里 大智 1年  屋良 朝斗 5年  吉川 みつき 3年  上原 光汰郎 3年 嘉陽美津希 城間誉孝 金城一央 27日(月)～30日(木)　春休み
 金城 秀哉 年長  高橋 瑞 3年  金城 椋丞 2年 新垣望愛 5･6年生の部 金城雄星 30日(木) 6年生お疲れ様会
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「そろばんgo」はホームページで確認できます。

当塾からも64名
の選手が出場し
ました。

第20回全沖縄暗算競技大会

去る、2月18日(土)、2月19日(日)も第20回全沖縄暗算競技
大会が行われました。暗算力強化を図るため、多くの児童
生徒が参加できるように、一部オンラインでの実施があり
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