
 2021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27日 龍野商工会議所 第69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50回近畿珠算競技大会
近畿珠算団体連合会加盟
各府県（近畿2府4県）での認定会場

3月13日 (一社)日本計算技能連盟
全国珠算競技大会
『All Japan Soroban Championship 2022』

国立オリンピック記念少年総合センター

3月13日 瀬戸商工会議所 第61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6日 津島商工会議所 第56回津島珠算競技大会 津島商工会議所
3月6日 弘前珠算連盟 第50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6日 佐倉珠算教育連盟 第7回佐倉カップ珠算競技大会 佐倉商工会議所３階

3月6日
甲府商工会議所
日本珠算連盟山梨県支部

第42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5日 竹原商工会議所 第66回竹原地区珠算競技大会 竹原地区珠算振興会会員塾の各教室
3月4日 木更津珠算連盟 第48回木更津珠算連盟競技大会 各塾

2月7日
福山珠算連盟
福山商工会議所

第55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

12月25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2021

日本珠算協会指定会場よりオンラインで接続

12月19日

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

第69回東北珠算競技大会 各県商工会議所が指定した場所にて開催

12月19日 小牧珠算連盟 2021年全国そろばんコンクール小牧大会 小牧勤労センター

12月18日
津山商工会議所
美作珠算振興会

第37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12日
春日井商工会議所
春日井珠算振興会

第75回春日井市珠算競技大会 春日井商工会議所1階大会議室

12月12日 美濃商工会議所・美濃珠算振興会 第38回美濃地区珠算競技大会 美濃商工会議所3階ホール

12月12日
能代商工会議所
能代山本珠算振興会

第72回秋田県県北珠算競技大会 能代市総合体育館

12月12日
刈谷商工会議所
日本珠算連盟刈谷支部

第22回そろばんフェスティバル 刈谷商工会議所2階大ホール

12月12日 日本珠算連盟新川支部
第8回日本珠算連盟新川支部珠算競技大会
2021全国そろばんコンクール

富山県魚津市
魚津商工会議所ビル5階　研修室

12月6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2021 江南珠算振興会会員の各教場
12月5日 日本珠算連盟 岡崎協議会 2021年岡崎珠算競技大会 岡崎商工会議所認定教場での分散開催

12月5日 五所川原珠算連盟
「2021年全国そろばんコンクール」
五所川原地区大会

各塾

12月5日 岸和田珠算協会 第65回岸和田級別珠算競技大会 岸和田市立浪切ホール4階特別会議室
12月5日 鯖江珠算協会 2021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
12月5日 白山珠算連盟 第31回白山珠算連盟　珠算競技大会 松任公民館、松任産業会館

12月4日
大田原商工会議所
大田原珠算連盟

第49回県北珠算競技大会 大田原珠算連盟会員塾

11月28日 佐賀県珠算連盟 2021そろばんコンクール佐賀 各教室
11月28日 新庄珠算連盟 2021年最北地区そろばんコンクール 新庄市民プラザ
11月27日 関商工会議所 第48回中濃地区珠算競技大会 関商工会議所２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74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 川崎珠算協会 2021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21日 堺珠算協会 第28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４

11月14日
愛媛県珠算連盟
愛媛県商工会議所連合会

第61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14日
尼崎商工会議所
尼崎珠算振興会

第77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14日
京都珠算振興会
京都商工会議所

第65回塾生珠算競技大会 京都商工会議所

11月14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2021
東大阪商工会議所
本館４階大ホールおよび各教室（オンライン）

11月7日 藤岡商工会議所 第39回藤岡多野珠算競技大会 藤岡商工会議所

11月7日
青森商工会議所
青森珠算連盟

2021年全国そろばんコンクール青森市内大会 青森中央学院大学学術交流会館２階９２１教室

11月7日 西宮商工会議所 令和3年度　第62回オール西宮珠算競技大会 勤労会館第8会議室

11月7日
福島珠算連盟
福島県商工会議所

第56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

11月6日 稲沢商工会議所 第49回稲沢珠算競技大会
愛知県稲沢市
稲沢商工会議所会館　２階大会議室

11月1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

10月31日
福井県商工会議所連合会
福井珠算連合会

第71回福井県珠算競技大会 鯖江商工会議所　4階大ホール、地階Uスタ

10月30日
藤沢珠算教育振興会
藤沢商工会議所

第64回全藤沢珠算競技大会
兼そろばんコンクール

藤沢珠算教育振興会会員の参加教場

9月23日
岡山県商工会議所連合会
日本珠算連盟岡山県連合会

2021年そろばんコンテスト・オカヤマ 岡山商工会議所

9月23日 日本珠算連盟名古屋支部 令和3年度名古屋珠算選手権大会 ウィルあいち　大会議室



 2021年度各地競技大会・コンクール

9月19日
東大阪商工会議所
東大阪珠算協会

第71回　東大阪選抜珠算競技大会 東大阪商工会議所及び会員教室

9月5日 一般社団法人奈良県珠算協会 第71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5日
八尾商工会議所
八尾市珠算協会

第62回塾生選抜珠算競技大会
大阪府八尾市
八尾商工会議所３階大ホール

8月29日
大阪商工会議所
一般社団法人大阪珠算協会

第75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 石岡珠算教育連盟 第59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22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2021 神戸商工会議所会館　神商ホール

8月6日
碧南商工会議所
碧南珠算連盟

第51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

8月2日 日本珠算連盟西尾支部 第63回西尾珠算競技大会 西尾商工会議所会館
7月25日 岸和田珠算協会 第24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
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

令和3年度第68回全国高等学校
ビジネス計算競技大会

都道府県連絡理事校が設定する会場

7月18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74回秋田県珠算競技大会 秋田市文化会館

7月11日 岐阜県珠算振興会連合会 第73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11日 上尾珠算連盟 第50回珠算競技大会 上尾市文化センター
7月11日 佐賀県珠算連盟 2021年あんざんコンクール佐賀 各教室

7月11日 酒田珠算連盟
第45回酒田珠算連盟杯
そろばん競技大会

　

7月10日 大館商工会議所 第54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

7月4日
青森県商工会議所連合会
青森県珠算連盟

2021年そろばんグランプリ・青森 東奥日報新町ビル３階NEW'sホールD･C

7月4日
鯖江商工会議所
鯖江珠算協会

令和3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4日 日本珠算連盟高岡支部 第54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3日
半田商工会議所
日本珠算連盟半田支部

2021年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

6月27日 新庄珠算連盟 2021年最北地区あんざんコンクール 市民プラザ／東根職業訓練校
5月23日 愛知県珠算連盟連合会 そろばんグランプリ愛知2021 ウィルあいち
5月23日 栃木県珠算連盟連合会 そろばんグランプリとちぎ2021 栃木県産業会館8階　大会議室

5月23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2021山梨県大会
第47回山梨県珠算選手権大会

甲府商工会議所

5月22日 富山県珠算連盟連合会 第32回富山県珠算選手権大会 各教場

5月16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2021 広島商工会議所

4月18日 川崎商工会議所 2021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）


