
平成30年度各地競技大会・コンクール

日程 主催または共催 大会名 場所

3月31日 (一社)日本計算技能連盟
全国珠算競技大会
『All Japan Soroban Championship 2019』

東京都大田区産業プラザ

3月31日 龍野商工会議所 第66回西播珠算競技大会 龍野経済交流センター（会議所ホール）

3月21日 近畿珠算団体連合会 第47回近畿珠算競技大会 奈良県産業会館

3月21日 竹原商工会議所 第64回竹原地区珠算競技大会 竹原商工会議所大会議室

3月17日 日本珠算連盟西尾支部 第62回西尾珠算競技大会 西尾商工会議所会館

3月10日 瀬戸商工会議所 第59回瀬戸地区珠算競技大会 瀬戸商工会議所2階大会議室

3月10日 木更津珠算連盟 第46回木更津珠算連盟競技大会 木更津商工会議所　３階研修室

3月3日 野田商工会議所 第58回野田市珠算競技大会 野田商工会議所

3月3日
足利商工会議所
日本珠算連盟足利支部

第53回足利地区小学生珠算競技大会
足利商工会議所本部事務所
(4階わたらせホール)

3月3日 一般社団法人東京珠算教育連盟 第15回学年別ベスト10そろばん東京一決定戦 国立オリンピック記念青少年総合センター

3月3日
須賀川商工会議所
須賀川珠算連盟

第50回記念大会
平成30年度そろばんカップinすかがわ
(第50回須賀川地区珠算競技大会)

須賀川商工会館大ホール他

3月3日 佐倉珠算教育連盟 第5回佐倉カップ珠算競技大会 佐倉商工会議所３階

3月3日
福山珠算連盟
福山商工会議所

第52回福山市小・中学生珠算競技大会 福山商工会議所１階１０１会議室

3月3日 弘前珠算連盟 第47回弘前地方小・中学生珠算競技大会 弘前商工会議所会館2階大ホール

3月3日
甲府商工会議所
日本珠算連盟山梨県支部

第39回ちびっ子珠算競技大会 甲府商工会議所5階ホール

3月3日 茅ヶ崎商工会議所 第59回茅ヶ崎珠算競技大会 茅ヶ崎商工会議所

2月17日 日本珠算連盟流山支部 流山そろばんフェステバル2019
千葉県流山市
流山商工会議所3階大会議室

1月20日 津島商工会議所 第53回津島珠算競技大会 津島商工会議所

1月19日 日本珠算連盟広島支部 ちびっこあんざんフェスティバルひろしま2019 広島県情報プラザ

1月13日 八尾商工会議所 第61回大阪府選抜珠算競技大会 八尾商工会議所3階ホール

12月24日 日本珠算協会
全国珠算競技大会
そろばんクリスマスカップ2018

浦和ロイヤルパインｽﾞホテル

12月23日 一般社団法人和歌山県計算実務協会 第47回県下珠算選手権大会 和歌山商工会議所4階大ホール

12月23日
札幌商工会議所
札幌珠算教育連盟

第53回札幌市民珠算競技大会
兼2018年全国そろばんコンクール

北海道経済センター８階
Aホール、Bホール

12月23日
津山商工会議所
美作珠算振興会

第35回津山珠算選手権大会 津山商工会議所１階大ホール

12月23日 福岡商工会議所 平成30年度福岡暗算フェスティバル 福岡商工会議所

12月18日 日本珠算連盟江南珠算振興会 アバカスウィンターカップ2018
愛知県江南市
江南市民文化会館

12月16日
京都珠算振興会
京都商工会議所

第22回ちびっ子そろばんフェスティバル
京都府京都市
京都新聞社文化ホール７階

12月16日 一般社団法人東京珠算教育連盟 第72回全東京珠算選手権大会 明治大学駿河台校舎（リバティタワー）

12月16日 佐賀県珠算連盟 2018そろばんコンクール佐賀 ホテル龍登園

12月15日
蒲郡商工会議所
日本珠算連盟蒲郡支部

第56回蒲郡市珠算競技大会
蒲郡商工会議所1F
コンベンションホール

12月9日
春日井商工会議所
春日井珠算振興会

第72回春日井市珠算競技大会 春日井商工会議所

12月9日
刈谷商工会議所
日本珠算連盟刈谷支部

第19回そろばんフェスティバル 刈谷商工会議所大ホール

12月9日
兵庫県商工会議所連合会
一般社団法人兵庫県珠算連盟

第70回兵庫県珠算競技大会 淡路夢舞台

12月9日 小牧珠算連盟 2018年全国そろばんコンクール小牧大会 小牧市公民館講堂

12月8日 美濃商工会議所 第35回美濃地区珠算競技大会 美濃商工会議所３階大ホール

12月8日
小山珠算連盟
小山商工会議所

第28回小山地区珠算競技大会
栃木県小山市
小山商工会議所4階　大会議室

12月2日 日本珠算連盟 岡崎協議会 2018年岡崎珠算競技大会 岡崎商工会議所

12月2日 五所川原珠算連盟
「2018年全国そろばんコンクール」
五所川原地区大会

五所川原商工会館２階「多目的ホール」

12月2日 白山珠算連盟 第28回白山珠算連盟　珠算競技大会 松任公民館　体育館

12月1日 関商工会議所 第45回中濃地区珠算競技大会 関商工会議所2階

12月1日
大田原商工会議所
大田原珠算連盟

第46回県北珠算競技大会
大田原市市民交流センター
トコトコ大田原3F

12月1日 栗山珠算連盟 第39回全町珠算競技大会
栗山町総合福祉センターしゃるる
中ホール

12月1日 鯖江珠算協会 2018年全国そろばんコンクール鯖江大会 鯖江商工会館4階大ホール

11月25日 新庄珠算連盟 2018年最北地区そろばんコンクール 新庄市民プラザ

11月25日 岸和田珠算協会 第62回岸和田級別珠算競技大会 岸和田市立浪切ホール4階

11月23日
半田商工会議所/日珠連半田支部
大府商工会議所/日珠連大府支部

第71回全知多珠算競技大会 半田商工会議所　大会議室

11月23日 日本珠算連盟広島支部 2018年そろばんチャンピオンシップ広島 広島西区民文化センター

11月23日
守口門真商工会議所
守口門真珠算協会

第47回守口門真珠算選手権大会
大阪府門真市
守口門真商工会館

11月23日 相模原商工会議所 第42回相模原珠算競技大会 相模原市立産業会館
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11月23日
西濃珠算振興会
大垣商工会議所

第67回西濃珠算競技大会
岐阜県大垣市
ソフトピアジャパン10階　会議室

11月23日 千葉珠算教育振興会 千葉珠算教育振興会競技大会および優良生徒表彰式千葉商工会議所　第1ホール

11月23日 川崎珠算協会 2018年全国そろばんコンクール川崎大会 川崎商工会議所KCCIホール

11月18日
京都珠算振興会
京都商工会議所

第62回塾生珠算競技大会 京都商工会議所2階

11月18日
藤沢珠算教育振興会
藤沢商工会議所

第61回全藤沢珠算競技大会
兼そろばんコンクール

藤沢商工会館6階多目的ホール1・2・3

11月17日
ひたちなか商工会議所
ひたちなか珠算連盟

第15回ひたちなか商工会議所
そろばんフェスティバル

ひたちなか商工会議所会館

11月11日 全日本マスターズ珠算競技連盟 全日本マスターズ珠算選手権大会
三重県松阪市
フレックスホテル3階　飛鳥・天平の間

11月11日
愛媛県珠算連盟
愛媛県商工会議所連合会

第58回愛媛県塾対抗珠算競技大会
愛媛県松山市
松山市農協ビル

11月11日 岐阜珠算振興会 第60回岐阜珠算選手権大会
岐阜県岐阜市
岐阜市民会館

11月11日 玉島商工会議所 平成30年度玉島地区珠算競技大会 玉島市民交流センター第2会議室

11月11日
（一社）新潟県商工会議所連合会
新潟商工会議所
新潟県珠算振興会

第71回新潟県珠算競技大会
新潟県新潟市
学生総合プラザSTEP

11月11日
青森商工会議所
青森県珠算連盟

2018年そろばんグランプリ・青森 青森中央学院大学　学術交流会館2階921教室

11月11日
尼崎商工会議所
尼崎珠算振興会

第74回オール尼崎珠算競技大会
兵庫県尼崎市
尼崎商工会議所

11月4日
小松商工会議所
小松珠算連盟

第70回近県珠算競技大会
石川県小松市
小松商工会議所3階　大ホール

11月4日 習志野珠算教育連盟 第32回習志野珠算競技大会
千葉県八千代市
八千代台文化センター

11月4日
東大阪商工会議所
東大阪珠算協会

東大阪チビッ子そろばん競技大会2018
東大阪商工会議所
本館５階および別館２階

11月4日 西宮商工会議所 平成30年度第59回オール西宮珠算競技大会 西宮商工会館別館２階大会議室

11月4日
敦賀珠算協会
敦賀商工会議所

第16回暗算フェスタ 敦賀商工会議所　6階大ホール

11月3日 伊丹商工会議所 第70回北摂地区珠算競技大会
伊丹商工プラザ6階
マルチメディアホール

11月3日
藤岡市／藤岡市議会
藤岡市教育委員会
関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会

関孝和先生顕彰第69回全日本珠算競技大会
群馬県藤岡市
総合学習センター

10月21日 石巻珠算連盟 2018石巻珠算競技大会
宮城県石巻市
石巻専修大学　5号館

10月7日
中央大学珠算研究会
白珠会

第35回全国高等学校珠算競技大会
東京都八王子市
中央大学多摩キャンパス3号館

10月7日 日本珠算連盟千葉県連合会 第18回千葉県珠算競技大会
千葉県千葉市
千葉県経営者会館6階　大ホール

9月30日 町田珠算協会 第27回町田珠算競技大会 町田市民ホール

9月30日
横浜商工会議所
横浜珠算振興会

第71回全横浜珠算競技大会 横浜商工会議所　大会議室

9月30日 堺珠算協会 第25回堺塾生珠算競技会
大阪府堺市
堺産業振興センター　4階セミナー室

9月24日
日本珠算連盟名古屋支部
名古屋商工会議所

平成30年度名古屋珠算選手権大会 ウィルあいち　大会議室

9月24日
新潟県珠算振興会
新潟県商工会議所連合会
新潟商工会議所

第68回新潟県珠算塾競技大会
新潟県新潟市
山の下まちづくりセンター

9月23日 関東珠算振興会 第50回全関東学年別珠算選手権大会
東京都渋谷区
国立オリンピック記念青少年総合センター

9月23日
能代商工会議所
能代山本珠算振興会

第69回秋田県県北珠算競技大会
秋田県能代市
能代商工会館3階

9月17日 犬山商工会議所 第27回犬山商工会議所珠算競技大会 犬山国際観光センターフロイデ2階

9月16日
東大阪商工会議所
東大阪珠算協会

第68回東大阪選抜珠算競技大会
大阪府東大阪市
東大阪商工会議所

9月16日 （一社）北海道商工会議所連合会 第76回全道珠算競技大会 帯広商工会議所

9月16日 弘前商工会議所 第65回五市四郡珠算競技大会
青森県弘前市
弘前商工会議所会館2階　大ホール

9月16日 立川商工会議所 立川そろばんオリンピック2018
東京都立川市
立川商工会議所11階　会議室

9月9日
姫路商工会議所
姫路珠算協会

第69回オール姫路珠算競技大会
兵庫県姫路市
姫路商工会議所

9月9日
長崎県商工会議所連合会
長崎県珠算振興連合会

第69回長崎県珠算選手権大会 佐世保市労働福祉センター

9月9日 高槻珠算協会 第70回高槻珠算協会　選抜珠算競技大会 高槻商工会議所4階大ホール

9月9日
日本珠算連盟富山支部
富山商工会議所

第51回日本珠算連盟富山支部珠算競技大会 自治労とやま会館
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9月9日

東北六県商工会議所連合会
青森県商工会議所連合会
東北六県珠算連盟連絡協議会
青森県珠算連盟

第67回東北珠算競技大会 山形ビッグウィング（山形交際交流プラザ）

9月9日
福岡珠算振興会
福岡商工会議所

平成30年度福岡小・中学生珠算競技大会
福岡県福岡市
福岡商工会議所4階

9月9日 高槻珠算協会 第70回高槻珠算協会　選抜珠算競技大会 高槻商工会議所4階大ホール

9月8日 稲沢商工会議所 第46回稲沢珠算競技大会
愛知県稲沢市
稲沢商工会議所　２階大会議室

9月2日 (一社）奈良県珠算協会 第68回奈良県珠算競技大会
奈良県大和高田市
奈良県産業会館

9月2日
八尾商工会議所
八尾市珠算協会

第59回塾生選抜珠算競技大会要項
大阪府八尾市
八尾商工会議所３階　大ホール

9月1日
日本珠算連盟豊橋支部
豊橋商工会議所

第67回東三珠算競技大会 豊橋商工会議所3階ホール

9月1日 結城珠算連盟 第42回結城地区珠算競技大会
茨城県結城市
結城商工会議所ホール

8月30日 石岡珠算教育連盟 第56回石岡珠算競技大会
茨城県石岡市
石岡東地区公民館

8月26日
神戸商工会議所
神戸珠算協会

オール神戸そろばんグランプリ2018
兵庫県神戸市
水道局たちばな職員研修センター

8月26日
大阪商工会議所
一般社団法人大阪珠算協会

第72回全大阪オープン珠算選手権大会
大阪府大阪市
大阪商工会議所

8月26日
日本珠算連盟豊田支部
豊田商工会議所

第64回豊田珠算競技大会 豊田商工会議所

8月25日
小田原箱根商工会議所
日本珠算連盟小田原支部

第54回小田原珠算競技大会
神奈川県小田原市
小田原箱根商工会議所1階　大ホール

8月19日
福井県商工会議所連合会
県下七市商工会議所

第68回福井県珠算競技大会 武生商工会議所4階パレットAB

8月18日
北上商工会議所
北上珠算連盟

北上そろばんまつり
岩手県北上市
江釣子ショッピングセンターパル　ジョイスタジオ

8月8日
小野市／小野商工会議所
小野市珠算振興会

第44回小野市珠算競技大会
兵庫県小野市
小野市伝統産業会館1階　大研修室

8月8日
碧南商工会議所
碧南珠算連盟

第48回碧南商工会議所管内
小学生珠算・暗算競技大会

愛知県碧南市
碧南商工会議所2階　大ホール

8月8日 （一社）和歌山県計算実務協会 第70回夏季珠算競技大会
和歌山県和歌山市
和歌山商工会議所4階

8月8日
北勢珠算振興会
桑名商工会議所

第19回北勢地方「そろばん祭り」
三重県桑名市
ヤマモリ体育館（桑名市体育館）

8月7日
日南珠算連盟
日南商工会議所

第63回日南市珠算競技大会 日南市テクノセンター

8月5日 大館商工会議所 第51回秋田県北部珠算競技大会
秋田県大館市
中央公民館2階　視聴覚ホール

8月2日
福島県珠算連盟
福島県商工会議所連合会

第30回FCT杯争奪そろばんちびっこ名人戦
福島県郡山市
郡山ユラックス熱海

8月1日
全国商業高等学校長協会
公益財団法人
全国商業高等学校協会

平成30年度第65回全国高等学校
珠算・電卓競技大会

東京都足立区
東京武道館

7月29日 日本珠算連盟　全九州連合会 第70回全九州珠算選手権大会 大分商工会議所ビル

7月29日 岸和田珠算協会 第21回　暗算競技大会 岸和田市立浪切ホール4階　特別会議室

7月23日 新庄珠算連盟 2018年最北地区あんざんコンクール 新庄珠算連盟傘下塾

7月22日
福島珠算連盟
福島県商工会議所

第53回福島県北小・中学校珠算競技大会
福島県福島市
コラッセふくしま4階　多目的ホール

7月16日 岐阜県珠算振興会連合会 第70回岐阜県学生珠算競技大会 ハートフルスクエアーG

7月8日 日本珠算連盟高岡支部 第52回日本珠算連盟高岡支部珠算競技大会 高岡商工ビル4階会議室

7月8日 函館商工会議所 第71回函館地区珠算競技大会 函館商工会議所　会議室

7月8日
小松商工会議所
小松珠算連盟

第71回加賀地区珠算競技大会
石川県小松市
小松商工会議所3階　大ホール

7月8日

秋田県商工会議所連合会
秋田県商工会連合会
秋田県高等学校商業教育研究会
日本珠算連盟秋田県協議会

第71回秋田県珠算競技大会 秋田市文化会館

7月8日 神奈川県珠算教育連盟 第45回神奈川県珠算競技大会 海老名商工会議所

7月8日 釧路商工会議所 第60回全釧路珠算競技大会 道東経済センタービル5階大会議室

7月8日 日本珠算連盟新川支部 第5回日本珠算連盟新川支部珠算競技大会
富山県魚津市
魚津商工会議所ビル5階　研修室

7月8日 酒田珠算連盟 第43回酒田珠算連盟杯そろばん競技大会
山形県酒田市
酒田市総合文化センター　4階

7月8日
上尾珠算連盟
上尾商工会議所

第47回珠算競技大会
埼玉県上尾市
上尾商工会議所　会議室

7月7日
鯖江商工会議所
鯖江珠算協会

平成30年度鯖丹珠算選手権大会 鯖江商工会議所　4階大ホール

7月7日
半田商工会議所
日本珠算連盟半田支部

2018全国あんざんコンクール半田地区大会
愛知県半田市
半田商工会議所

7月1日
青森県商工会議所連合会
青森県珠算連盟

2018年そろばんグランプリ・青森
青森県青森市
リンクステーションホール青森5階大会議室



平成30年度各地競技大会・コンクール

7月1日 佐賀県珠算連盟 2018年あんざんコンクール佐賀
佐賀県佐賀市
ﾎﾃﾙ龍登園

7月1日 全関西学生珠算競技大会運営委員会 全関西学生珠算競技大会
大阪府門真市
守口門真商工会議所会館

6月30日 日本珠算連盟広島支部 2018年あんざんチャンピオンシップ広島 広島県情報プラザ

6月30日
帯広商工会議所
帯広珠算連盟

第63回全十勝珠算競技大会
北海道帯広市
とかち館2階孔雀の間

6月16日
宮城県商工会議所連合会
宮城県珠算連盟連絡協議会

2018年宮城県珠算競技大会
サンフェスタ4階400会議室
（（協）仙台卸商センター産業見本市会館）

6月10日 一般社団法人兵庫県珠算連盟 第56回東播地方学年別珠算競技大会　決勝 高砂市文化保健センター　中ホール

5月27日
福島県珠算連盟
福島県商工会議所連合会
郡山珠算連盟

2018年そろばんグランプリ福島 郡山ユラックス熱海

5月27日 富山県珠算連盟連合会 そろばんグランプリジャパン2018富山県大会 高岡商工会議所７階708号室

5月20日
広島県商工会議所連合会
日本珠算連盟広島県連絡協議会

そろばんグランプリ広島2018 広島商工会議所101号室

5月20日 日本珠算連盟山梨県支部
そろばんグランプリジャパン2018山梨県大会
第44回山梨県珠算選手権大会

甲府商工会議所

5月13日
佐賀県商工会議所連合会
佐賀県珠算連盟

第80回佐賀県珠算競技大会
第70回全九州珠算選手権大会予選

佐賀県商工ビル７階

5月13日 栃木県珠算連盟連合会 そろばんグランプリとちぎ2018 栃木県産業会館8階　大会議室

5月13日 村田女子高等学校 第62回女子小・中学生珠算選手権大会 村田女子高等学校　体育館

5月13日
岡山県商工会議所連合会
日本珠算連盟岡山県連合会

2018年そろばんコンテスト・オカヤマ 岡山商工会議所

5月13日 愛知県珠算連盟連合会 そろばんグランプリ愛知2018 ウィルあいち

4月22日 全日本ユース珠算選手権大会実行委員会 2018年度全日本ユース珠算選手権大会 京都パルスプラザ

4月22日 一般社団法人兵庫県珠算連盟 第17回そろばんグランプリ兵庫大会 小野市伝統産業会館

4月22日 一般社団法人静岡県商工会議所連合会 そろばんグランプリ2018静岡県大会 静岡県産業経済会館

4月15日 川崎商工会議所 2018年　全川崎珠算競技大会 KCCIホール（川崎フロンティアビル2階）

4月14日 伊予珠算連盟 2018オープンソロバントライアスロン大会
松山市総合コミュニティーセンター
3階大会議室


