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№
平成29年４月25日発行
電話072-895-6230
月 日 曜日
予定
4 25 火 段位・能力検定申込配布開始
26 水
27 木 アバカスフェスタ特練７時20分～
28 金 授業料引き落とし
アバカスフェスタ2017
29 祝
通常授業休み
30 日
5 1
月
2
火
3
祝 通常授業休み
4
祝 通常授業休み
5
祝 通常授業休み
6
土 特練５時～
7
日
8
月 授業料引き落とし予備日
9
火 中学生クラス７時20分～
10 水
11 木
12 金
全日本大会申込締切
13 土
段位申込締切
14 日
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土 能力検定申込締切 特練５時～
21 日
22 月
23 火
24 水
25 木 A1大会申込書配布開始
26 金
27 土 i-test一斉実施
28 日
29 月 授業料引き落とし
30 火
31 水

特別練習の予定と対象者
５月６日（土）

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大阪府予選出場者
○暗算検定受験者
５月20日（土）

午後５時～７時

○アドバンスト・チーム（A-team）
○グランプリ大阪府予選出場者
○暗算検定受験者
○段位・能力検定受験者

アバカスフェスタ2017
○日時

４月29日（土・祝）

☆小学５・６年生の部
午前９時２０分

開場

午前９時３０分

開会

午後０時３０分

終了予定

☆小学２年生以下の部
小学３・４年生の部
中学生の部

○場所

午後０時５０分

開場

午後１時

開会

午後５時

終了予定

大阪府立労働センター

大阪市中央区北浜東3-14
（地下鉄 谷町線・京 阪電鉄「天 満
橋」駅から西へ300m）
○現地集合・現地解散となります。
○見 学自由で す。是非ご 観戦下さい 。

全日本ユース珠算選手権大会

業中にお知らせします。

2017年度の表記大会は４月23日に京
都パルスプラザで開催されました。

５月i-test
５月i-testは５月27日の午前10時30

当日の 模様がよみ うりテレビ 『かん

分から実 施します。 27日に受験を希望

さ い 情 報 ネ ッ ト ten』 で ５ 月 ３ 日 に 放

する皆さ んは26日までに申込を済ませ

送される予定です。

ておいて ください。 27日に受験できな

【アンダー１０】
２７ 位 山内美空
８６ 位 藤江茉奈
９５ 位 奥田花
１０１位 井上楽耀
１０７位 茅島悠斗
【アンダー１２】
１ 位 金本愛夢
３ 位 大内崚聖
３１ 位 和泉初音 田代和花
１０２位 井上寛大
【アンダー１５】
２ 位 金本大夢
１１ 位 岩成海
１２ 位 梶本悠生
４０ 位 岩成桃
６９ 位 奥田あさひ 山内優歩
【 種目別 競技】（３ 位以内のみ 表記）
金本大夢 ÷算１位 みとり暗２位
金本愛夢 ×算・みとり・÷暗２位
みとり暗１位
大内崚聖 ×算３位 ×暗２位
種目別最優秀 金本愛夢
【フラッシュ暗算】
アンダー１０ ５位 金本愛夢
アンダー１５ ５位 金本大夢
梶本悠生

い場合は 、31日までの授業時間中に受

中学生クラス
５ 月９日（火 ）午後７時20分～９時
ま で、中 学生以上の 生徒のみを 対象と
す る時間 です。そろ ばんの練習 、テス
ト 勉強、 日常の勉強 の何に使っ ても構
い ません 。中学生ク ラスの日程 は増え
る 可能性 があります が、その場 合は授

験できます。
１種目からチャレンジできるのがitestの大きな特徴です。弱点種目の克
服にi-testを活用しましょう。

夏期強化合宿
日程…８月16日（水）～18日（金）
場所 …京丹後 市夕日が浦 温泉「海幸 」
費用…２８６２０円
定員…３０名
資 格 … i-test６ 種 目 す べ て 3rd stage
以上練習生徒。
申込 …参加費 用を添えて 申し込んで 下
さい 。定員に なり次第、 締め切りと な
ります。
※費 用には、 宿泊費・往 復バス代・ 食
事７食・保険料が含まれます。
○昨 年の合宿 に参加した 生徒の作文 か
らいくつかを最後に掲載しておりま
す。 長時間練 習と多くの 参加者との ふ
れあ いからい ろいろな経 験を積む様 子
を感じて頂けるものと思います。

３月i-test昇級・昇段者
◎珠算総合
６段
準２段
準初段
１級
準１級
２級
準２級

由比彩菜
竹下椋香
藤本直也
中村結菜 福井太一 藤原茉央
田中広美
入口寛都 金子直毅 小林知世
木中心大郎 森本一生
山城真里奈 高山優 辻翔太

３級
準３ 級
４級
５級

髙津侑良
澤田一 心 松井一真 上林剛士
三門楓太 一宮敬智
早野蓮 不 破健太朗 貝谷憲吾
倉持杏 日髙希愛
薄井正寿 林寿百

◎暗算総合
６段
準初段
１級
準１級
２級
準２級
３級
準３ 級
４級
５級
６級

由比彩菜
田中広美
木中心大郎 小野澤遼
金子直毅 林和花
高山優 森本一生
中村結菜 小林知世
松井一真 三門楓太 辻翔太
藤原茉央
吉岡春 菜 上林剛士 竹下椋香
髙津侑良
山田知弥 一宮敬智
藤原梨乃 貝谷憲吾
山城真里奈 神山兼槻

◎かけ算
準３段
準２段
初段
準初 段
１級
準１級
２級
準２級
３級
準３級
４級
６級
８級
９級

竹下椋香
田中広美
藤本直也
中村結 菜 入口寛都 福井太一
小林知世
吉岡春 菜 三門楓太 森本一生
髙津侑良
早野蓮 貝谷憲吾
倉持杏 不破健太朗
藤井琥太郎
田中良奈 松田和真
谷風拓海
半埜叶乃芭 澤井も奈
岸宝輝 吉村健太郎
土橋茉白

◎わり算
６段
４段
準初 段
１級
準１級
２級

由比彩菜
兼松咲菜
福井太 一 竹下椋香 藤本直也
金子直毅 小林知世
中村結菜 田中広美
吉岡春 菜 高山優 三門楓太

準２級
３級
５級
６級
８級
９級

山城真里奈 辻翔太
澤田一心 松井一真 上林剛士
髙津侑良 一宮敬智
貝谷憲吾
山田知弥 倉持杏 日髙希愛
林寿百
薄井正寿

◎みとり算
７段
３段
準２段
準初段
１級
準１級
準２級
３級
準３級
４級
５級
６級
７級
８級
９級

由比彩菜
井上楽耀
竹下椋香
藤原茉央
福井太一 藤本直也 田中広美
木中心大郎
上林剛士
薄井正寿 日髙希愛 髙津侑良
興田佳歩 倉持杏
米山すみれ 林寿百
岸宝輝 髙津乃愛
角﨑和樹 服部愛瑠
室宏樹
宮下結芽
木地由香里

◎かけ暗算
準４段
３段
準初段
１級
２級
３級
準３級
４級
７級

兼松咲菜
住吉海飛
金子直毅
小野澤遼
高山優
入口寛都
藤原梨乃
上林剛士
久堀力翔
青田裕哉

田中広美
小林知世

林和花

吉岡春菜 三門楓太
澤田一心 松井一真
藤原茉央
髙森大賀

倉持杏

◎わり暗算
７段
３段
初段
準初段
１級
準１級
２級
準２級
準３級
４級

由比彩菜
住吉海飛
田中広美
森本一生
小野澤遼 林和花
辻翔太
中村結菜 松井一真
上林剛士 三門楓太 一宮敬智
藤原梨乃 神山兼槻
高山優 髙津侑良

５級
６級
８級

山城真里奈
貝谷憲吾
不破健太朗
早野蓮

吉岡春菜

引波花莉音32 浜崎馴也31 秋裕人25
八幡眞嘉25 辻悠翔21 八幡泰嘉20
（あ と １ ペー ジ だっ た皆 さん ）青 田知 晃
一郎

◎みとり暗算
１級
準１級
準 ２級
３級
準 ３級
５級
６級
７級
９級
10級

小野澤遼 田中広美
木中心大郎
中村結菜 林和花 髙 津侑良
久堀力 翔 松井一真 入口寛都
吉岡春 菜 竹下椋香 三門楓太
上林剛士 辻翔太 一 宮敬智
中西幹
青田裕哉 火置甫
岸宝輝 薄井正寿 倉持杏
吉村健太郎
土橋茉白

出席時間20時間以上の生徒
（４月20日までの１ヶ月）

藤江茉奈43 山内美空41 奥田花37
西松美咲36 西畑美伶35 茅島陸斗34
金本愛夢34 永津敦之33 福原健太32
林和花32 久本和奏32 大内崚聖32
井上心結31 井上寛大29 兼松咲菜29
由比彩菜29 櫻木あずさ26 澤田一心
26 西井萌26 林寿百26 深江萌黄26
茅島悠斗26 村田拡己26 大土井慧賀
25 金本大夢25 石川ひなた24 大上
航正24 金子直毅24 松井一真24 松
岡亮大24 和泉琴音23 大土井穂賀23
津隈瑛翔23 盛井結子23 中村颯希22
早野蓮22 森本爽月22 入口寛都21
中西夏生21 中西幹21 小林千尋20
吉岡春菜20 和泉初音20 井上楽耀20
土橋茉白20 沼田輝20 野々村誉良20
渡邉紘生20
（ あ と１ 時 間だ っ た皆 さん ）興 田佳歩

西 松優 大

猛スピードばく進中（PERFECT）
（ 初 歩 教 材 PERFECTを １ ヶ 月 で 20ペ ー
ジ以上進んだ生徒）
櫻木あずさ157 杉野咲63 森田恭生55
柿木彰乃53 黒田麻友50 堀田晃希48
辻奏音45 堀田征希44 辻心絆42 石
川晴貴36 沼田陽南乃36 山川侑那35

不破舜介

稲 垣綜

前澤咲来

フラッシュ暗算合格者
九段
六段
二段
初段
２級
３級
４級
６級
７級
８級
９級
10級

（４月20日までの１ヶ月間）
永津敦之
井上心結 高山優
小倉璃空
松岡亮大
橋本栞里
松田和真 久堀力翔
火置甫 川﨑柊花
倉持杏 安部慈人 勢登翔一
安部慈人
髙津乃愛 徳田みやび
上井唯希 中谷鍾唯
上井唯希 田中菜摘

2016年合宿参加者作文
（学年は昨年度のものです）
☆大野虹（小６）
今 年初めて 、夏期強化 合宿に参加 さ
せて いただき ました。初 めての経験 で
とて もきんち ょうしたけ れど、同学 年
の子 たちが話 しかけてく れたのでき ん
ちょ うしてい たのが、う そのように な
くなりました。
合 宿にいく 前、二つの 目標をたて ま
した 。一つ目 は、集中し てやること 。
二つ 目は、成 果を出すこ とです。こ の
目標は、達成できたと思います。
今 回、合宿 にいってた くさん友達 も
でき たし、前 よりもそろ ばんが上手 く
なっ てとても うれしいで す。私は、 班
長に 、おれい を言いたい です。班を し
っか りまとめ てくれたし 、わからな い
ことがあったら教えてくれたからで
す。 それは、 私の班の班 長だけがし て
くれ たことじ ゃなくてす べての班長 ・

リ ーダー がしてくれ たことだと 私は思

一 つ目は、 班長になっ たことです 。

い ます。 人それぞれ の楽しませ 方で楽

最初 は、正直 、嫌でした 。なぜなら 、

し ませて くれてあり がとうござ いまし

去年 、僕は皆 を立派にま とめていた 班

た 。いつ か、私が班 長になった ら、み

長を 見ていた ので、「僕 に去年の班 長

ん なをま とめられる ように、楽 しませ

のよ うに皆を まとめられ る力がある の

ら れるよ うに、頑張 りたいです 。とて

だろ うか？」 と考える度 に不安にな る

も いった かいがあっ た合宿でし た。来

からです。実際に班長をやってみる

年も行きたいと思いました。

と、 やっぱり 、大変でし た。でも、 も

☆大内崚聖（小６）

め事 は起こら なかったし 、皆、すぐ に

僕は、 ８月１６日 、１７日、 １８日
にそろばんの合宿に参加しました。
僕が、 合宿に参加 して良かっ たと思
ったことは２つあります。
１つ目 は、そろば んの技術が 上達し

仲良 くなって 、レクでも 、班一丸と な
って 楽しく取 り組めまし た。去年の 班
長よりは劣っているかもしれないけ
ど、自分なりに皆をまとめられたの
で、良い経験ができました。

た という ことです。 特にかけ算 が上達

二 つ目は、 二日目の夜 のレクで、 お

し たと思 います。２ つ目は、今 まで交

手伝 いをした ことです。 僕はレクを す

流 の無か った人たち と仲良くな れたこ

る時 、とても 緊張しまし たが、一つ 一

と で す 。 行 き の バ ス で UNOや ト ラ ン プ

つの 班が、楽 しそうに話 し合ってい る

を して盛 り上がりま した。２日 目のレ

姿を 見ること ができて、 本当に嬉し か

ク リエー ションでは 、班対抗戦 などを

ったです。

してとても楽しかったです。
僕が、 合宿に参加 してみて楽 しかっ
たと思ったことは２つあります。

そ ろばんで は、去年の 作文でも書 い
ていた全大阪オープン大会で1050点以
上、 中学生部 門での優秀 賞獲得を目 標

１つ目 は、花火で す。手持ち 花火の

に、 練習に取 り組みまし た。初日は 、

ほ かに打 ち上げ花火 もしたので 楽しか

なかなか1050点以上が取れず、少しあ

っ たです 。２つ目は 、レクリエ ーショ

きらめていましたが、二日目で、1075

ン です。 レクリエー ションでは 、中学

点という最高点を取り、三日目も、10

生 が考え てくれた企 画もあった し、色

70点という合 宿前には見られなかった

々なゲームをしたので楽しかったで

高得 点が取れ るようにな ったので嬉 し

す 。来年 は中学生に なりますが 、来年

かったです。

も 合宿に 参加したい と思います 。そし

今 年は、去 年よりも楽 しくて、珠 算

て レクリ エーション の企画をし て今度

もレ ベルアッ プができ、 とても有意 義

は 小学生 を楽しませ てあげたい です。

な時 間を過ご せました。 また、合宿 で

☆梶本悠生（中１）

経験 したこと を、普段の 生活にも活 か

去年か ら合宿に参 加し、今年 で二回
目の参加となります。
今年は 、去年とは 違う経験が たくさ
んできました。

して いきたい です。先日 出場した、 全
大阪オープン大会で、目標としてい
た、1050点以上、中学生部門での優秀
賞を 獲得でき たのは、合 宿のおかげ だ

と思うので、来年度も、1100点以上を

アバカ スサー キットの練 習をして、さ

目指して、合宿に参加したいです。

いしょ はあま りいい点は とれなかった

☆松田拓也（小５）

けど２ 回３回 と練習をし ていくと、い

ぼくは そろばんの 合宿の前の 日も楽

い点が とれて きました。 夜の花火やレ

し みなの かきんちょ うなのかわ からな

クがたのしかったです。

い けど、 すごくこう ふんしてあ まりね

３日目 …３日 目の練習で はサーキット

られませんでした。

でさい 高点が でてうれし かったです。

そして 合宿が始ま ってけっこ うきん

こんなに練習をしたのははじめてで

ち ょうし ていたけど 、けっこう いそが

す。や っぱり うまくなる には練習がひ

し かった からあっと 言うまに感 じまし

つようだなと思いました。

た 。休け い時間も部 屋ではんの 人たち

おうち の方か らの一言… 合宿は、本人

と 遊んで いました。 中学生にい っぱい

の期待 よりも 何倍も楽し く、とても充

わ らかし てもらって すごく楽し かった

実して いたよ うです。子 供の成長と次

し みんな と仲よくな れた気がし て合宿

への意 欲の高 まりが感じ られ、私共保

に 来てよ かったです 。ほかには 花火や

護者にとっても良い刺激になりまし

中 学生が 考えてくれ たクイズ大 会も楽

た。先 生や先 輩に貴重な 機会を頂けま

し かった です。練習 のほうも最 高点が

した事を感謝致します。

出てよかったです。

☆かやしまゆうと（小３）

☆和泉初音（小６）

ぼく は、は じめて、そ ろばん合宿に

私は合 宿に今回で 三回目の参 加でし

さんか したの で、はじめ のころは、ど

た 。そろ ばんでは、 見取算のス ピード

きどき しまし た。なぜか と言うと、そ

と 正答率 の両方があ がったので よかっ

ろばん を１日 ７時間でき るかどうか不

た です。 今回の合宿 では、教室 でいつ

あんだったからです。１日目、２日

も 仲よく している人 たちとだけ ではな

目、３ 日目の 中で、一番 できたことが

く 、全然 しゃべった ことがなか った人

多い日 は、２ 日目です。 できたことは

と も仲よ くなれたの でよかった です。

練習のサーキットで合計169点～210点

レ クも、 中学生の人 が遊びを考 えてく

まで上がり 、40点ものびました。うれ

れ たおか げでとても 楽しかった です。

しかっ たです 。練習は、 あっというま

私 もみん なを楽しま せることが できる

におわ ってし まいました 。友だちの名

よ うな中 学生になり たいなと思 いまし

前もお ぼえた し、ごはん もほとんど食

た。また来年も参加したいです。

べれま した。 ごはんは、 おいしかった

☆田中しょうたろう（小３）

です。 上きゅ う生にいろ いろなことを

１ 日目… 合宿にさそ われた時練 習につ

おしえ てもら いました。 レクでは、中

い ていけ るか心配だ ったけどな んとか

学生の お兄さ ん、お姉さ んがクイズや

つ いてい けました。 あまりせい ざをし

ゲーム をして くれたので 、ぜんぜんね

た ことが ないのでせ いざでの練 習がき

むくな らずに 楽しく遊べ ました。ぼく

つかったです。

が思っ ていた い上に、合 宿はたのしか

２ 日目… ２日目の練 習では、は じめて

ったで す。こ れからもさ い高点をたく

さん出していきたいです。

そろば んでは なれなくて も、帰ってき

☆住吉海飛（中１）

てから 家でせ いざをして みると、「あ

今年で 合宿は三回 目で中学生 として

れ？」 となる ほどせいざ をしてもいた

の 参加だ ったので去 年とは違う 事が出

くあり ません でした。今 回そろばんの

来 ました 。今回の合 宿の目標は 、「チ

合宿で、上の人ともかいわができた

ャ レンジ ャーズステ ージで最高 点をた

り、友 達もで きました。 はじめて合宿

く さんと る」と「小 学生の人達 を楽し

に来た けど、 友達もでき てうれしかっ

ま せる」 でした。最 高点は一日 目と二

たし、 そろば んもまえよ りしゅうちゅ

日 目でた くさん取れ たし、同じ 班の小

う力が たかま ったと思う ので次の合宿

学 生の人 達も休憩時 間やバスの 中で楽

もでき れば行 きたいと思 います。あと

し んでい たと思うの で目標が達 成でき

次同じ 宿屋に 行くのなら 、せいざのれ

て よかっ たです。練 習ではチャ レンジ

んしゅ うもし ていきたい と思います。

ャ ーズス テージをし て最高点が 五回く

☆久本和奏（小４）

ら い取れ てドリーム カードがた くさん

わたしは８／16（火）～８／18

も らえま した。去年 より今年の 方が練

（木） まで合 宿に行かせ てもらいまし

習 時間が 短く感じま した。生活 面では

た。長 い間休 んでいたの で、休む前の

班 長の梶 本君と部屋 で話したり してい

レベル を取り もどすとい うのを目標と

た けど、 トランプな どの遊び道 具が無

してい ました 。その目標 まではいかな

か ったの でひまな時 もありまし た。で

かった けれど も、いろん な事にチャレ

も 梶本君 が盛り上げ てくれたの で楽し

ンジで きたか らよかった なと思いまし

か ったで す。うれし かったこと は、班

た。合 宿で一 番おもしろ かったのは練

の 人が積 極的に話し かけてくれ たこと

習でや ったき ょうそうで す。その中で

と 去年の 僕とは違っ てすぐに寝 てくれ

もおもしろいのは、かぶりものでし

た ことで す。来年も クラブの試 合でか

た。わ たしは 、「カエル 」だったけど

ぶ らない 限りは、ま た合宿に参 加をし

やるな らヒヨ コかカッパ がよかったで

て 、もっ といい成績 を残せれば いいと

す。そして問題もおもしろかったで

思います。

す。な ぜかと いうと一周 するごとに問

☆大上航正（小４）

題のレ ベルが 上がってく るからです。

はじめ てぼくはそ ろばんの合 宿に行

次にど んな問 題がくるの か楽しみなき

き ました 。そろばん の合宿はい つもの

ょうそ うでし た。つぎに おもしろかっ

じゅぎょうとはふいんきがちがうく

たのは、18時30分～の花火です。手持

て 、最初 の方は「う わーしんど そうだ

ちは、 色んな のがあって 、どんなのが

な ー」と 思っていた けど、ずっ とやっ

出てく るのか ワクワクで きるものでし

て いると 「よし、や ろう。」と なれて

た。打ち上げは、ただこわかったで

き ました 。一番びっ くりしたの は、せ

す。巨 大スス キみたいな のは大丈夫だ

い ざでそ ろばんをす ることです 。せい

ったけ ど、い ったんきえ て上でまた出

ざ はなか なかなれず 、けっきょ く最後

るのが こわか ったです。 とてもいいせ

の 最後ま でなれませ んでした。 でも、

いかが 出せて 、新しい友 だちもできて

色 んなこ とにちょう せんできる いい合

☆平生絵理（小４）

宿 だと思 いました。 来年もまた 行って

私は 、今年 はじめて合 宿に参加しま

新 しいせ いかを出し て、新しい ことを

した。 合宿の 目標は、チ ャレンジャー

したいです。

ズの練 習で見 とり算の最 高点を上げる

☆田代和花（小６）

ことで した。 だけど、見 とり算の最高

私は、 今年で２回 目の夏期強 化合宿

点は出 ません でした。そ のほかの種目

に 参加し ました。今 年の合宿は 、当日

の点数 も最高 点は出なか ったです。練

に 班の発 表だったの で当日まで とても

習の点 数が悪 くて、チャ レンジャーズ

楽 しみで した。そし て当日。同 じ班の

大会で目標点までいかなかったけれ

歳 下の子 が初の参加 だったので 、去年

ど、あ まり点 数が悪くな かったので、

初 参加だ った私は、 班長さんや 、部屋

よかったです。

の 人たち が教えてく れたことを 生かし

合宿 で一番 楽しかった ことは、花火

て 、同じ 班の子がい ごこちの良 い部屋

です。 いろい ろな花火の 種類がありま

を 作ろう と思いまし た。合宿の 良い点

した。 どれも きれいでし た。とくに、

は、そろばんが上達する他、教室で

打ち上げ花火がすごかったです。私

は 、話し たことのな い人と話し て友達

は、打 ち上げ 花火をはじ めて目の前で

に なれる ところです 。来年も今 年の経

見まし た。す ごいスピー ドで高くまで

験 をふま えて中学生 としてリー ダーシ

上がっ たので 、驚きまし た。また、打

ッ プをと り、そろば んでの目標 を常に

ち上げ 花火を 見たいです 。打ち上げ花

意 識して 、楽しい合 宿にしたい です。

火以外 もした いです。と ても楽しかっ

☆北尾明日希（小６）

たです 。また 来年も参加 したいです。

ぼくは 、初めてそ ろばんの合 宿に参

☆ふじえまな（小３）

加 しまし た。そろば んの力が前 よりつ

わたしは８月16日から18日までそろば

いたと思います。ぼくは、バスの中

んの合 宿に行 きました。 一日目はどん

で 、早く 、練習した いなぁとず っと思

だけ練 習する のかすごく 気になってい

っ ていま した。初日 の練習では 、想像

て練習 が始ま ったらさい しょは全ぜん

以 上に練 習がきつく 、こんな練 習が三

つかれ てなか ったけど、 後からすごく

日 も続く のかぁと思 い後かいし ていま

つかれ てきて 「こんなに 練習するんだ

し た。正 座もきつか ったです。 ところ

ぁー。 」と思 いました。 ２日目は朝と

が二日目はそろばんリレーや海で花

夕方の 練習で つかれたけ ど、その後の

火 、走る 方のリレー をして、楽 しかっ

花火や ゲーム をしてつか れがおちまし

た です。 レクでも、 たくさんゲ ームを

た。ゲ ームの ざぶとんの 下におか子を

し ました 。その中で もまん中を 答える

かくす ゲーム があってわ たしは一つも

しりとりが楽しかったです。三日目

とれな かった けど終わっ た時にあゆち

は 、練習 が早く終わ った感じで した。

ゃんが 一つく れてうれし かったです。

初 めて参 加したそろ ばんの合宿 は、と

３日目 は練習 の時合宿で の目ひょう点

て も充実 していまし た。来年も また、

の点数 と近い 点数がいっ ぱいとれてす

参加したいです。

ごくうれしかったです。

