
   - 1 - 

 

そろばんグランプリジャパン２０２２ 開催要項 
（そろばん日本一決定戦） 

 

 

一般社団法人日本珠算連盟 

 

開催趣旨 

 そろばん技能の習得は計算力を養うだけでなく、脳を活発に働かせることによる思考力や判断力

の向上などにも、効果があるといわれています。昨今、「そろばん」を取り巻く環境が好転している

中、「そろばんグランプリジャパン２０２２」は、そろばんの効用を社会へアピールするとともに、

地方大会開催による一層の珠算振興を目的に開催します。 

 

１．主    催    

  一般社団法人日本珠算連盟・日本商工会議所 

 

２．主  管 

   近畿ブロック珠算連盟連合会 

 

３．後    援（申請予定・順不同） 

  文部科学省、兵庫県、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫県商工会議所連合会 

 

４．開催日時（予定） 

  ２０２２年７月２４日（日） １２：００～１７：００（１１：３０開場） 

 

５．会  場 

   神戸常盤アリーナ（兵庫県立文化体育館） 

   〒653-0837  神戸市長田区蓮池町 1番 1号   ℡ 078-631-1701 

山陽電気鉄道「西代駅」下車すぐ（阪急・阪神・神戸高速鉄道接続） 

ＪＲ「新長田駅」下車北へ５００ｍ（徒歩８分） 

    神戸市営地下鉄「長田（長田神社前駅）」下車西へ４００ｍ（徒歩７分） 

    神戸市営地下鉄「新長田駅」下車北へ５００ｍ（徒歩８分）         文末地図参照 

 

６．参加資格 

  次のいずれかに該当する者 

  (1) 推薦参加選手 

   都道府県代表会員（都道府県珠算連盟連合会）が開催する都道府県大会等において、代表選

手(ジュニア・スクール・シニアそれぞれ２名の計６名)に推薦された者。ただし、北海道は道

北、道東、道央、道南の４地区とする。 

  (2) 自由参加選手 

   参加制限なし（ジュニア・スクール・シニアのいずれかに該当する部門に出場） 

 

７．参加定員 

  330名程度（※） 

  参加申込者数が参加定員を上回る場合、自由参加選手の出場制限をする場合があります。 

（申込締切時点（６月６日（月））での、日珠連珠算・暗算の取得段位、日商珠算・日珠連暗 

算の取得級の上位者から選抜します） 

※全体の参加定員は 330名程度を想定していますが、感染症の拡大状況、政府ガイドライン等

により定員を更に抑える必要が出てきた場合には、申込締切までに参加定員を見直す場合も

あります。 
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８．参 加 料 

推薦参加選手１名につき ￥４,０００ 

自由参加選手１名につき ￥６,０００ 

 

９．申込方法          

  参加希望者は、次項「10.個人情報の第三者への提供」に同意のうえ､別紙(様式 1-2または様式 2)

により､６月６日(月)までに､原則として単位連盟会員(各地珠算連盟)を通じて､ 次の本連盟事

務局に送付（郵送、FAXいずれも可）する。 

なお、推薦参加選手のある正会員は別紙(様式 1-1)も送付する。 

※参加料については、申込締切後に参加確定者にお送りする詳細案内の中で支払方法等ご案内い

たします。 

郵送先：〒101-0047 

東京都千代田区内神田 1-17-9 TCU ビル 6Ｆ 

    日本珠算連盟（そろばんグランプリジャパン 2022担当）宛 

    TEL:03-3518-0188  FAX:03-3518-0189 

10．個人情報の第三者への提供 

  参加者については、施行において所属組織(学校、会社等)の名称、個人名、学年・年齢等の連

絡先情報について大会参加者を「成績一覧表」として関係者等へ配布するほか、成績優秀者には

ＷＥＢページをはじめ「日本珠算」等各種機関誌（紙）への掲載を通じて第三者に提供すること

があります。こうした個人情報の第三者への提供の停止を希望する場合は、お申し出によりいつ

でも停止しますので、事務局までご連絡ください。 

 

11．競技部門 

   次の３部門で行ない、各部門で「そろばん日本一」を決定する。 

(1) ジュニア部門（小学生以下） 

 (2) スクール部門（中学生・高校生） 

 (3) シ ニ ア部門（(1)(2)以外の者） 

 

12．競技の方法 

(1) 総合競技 

競技は、かけ算・わり算・みとり算・かけ暗算・わり暗算・みとり暗算の 6種目及び決勝問題

(※)とする。種目ごとに競技を行い、6種目の合計得点の成績上位５～7名程度（合計得点をもっ

て決しない場合は、決勝問題の高得点者より選出）で、「そろばん日本一決定戦」（判定器使用）

を行い、その最高得点者をもって「そろばん日本一」とする。 

(※)そろばん日本一決定戦進出者は、6 種目の合計得点をもって決定するが、決しない場合には、この

「決勝問題」を選考基準として使用する。なお本問題は、6種目とは別に実施し、参加者全員が行う。 

「そろばん日本一決定戦」において、得点合計が同点の場合は、6 種目の計算時間合計（満点

以外の種目の計算時間は制限時間とする）の少ない方を上位とするが、計算時間合計も同じ場合

は、そろばん日本一決定戦同点決勝を行う。なお、制限時間内に判定器を押さなかった選手の計

算時間は制限時間とする。 

● １回戦問題（6種目）   種目       題数   制限時間   得点 

① かけ算      20題      ３分       100 点 

② わり算        20題      ３分        100 点 

               ③  みとり算    10題      ３分        100 点 

               ④  かけ暗算    20題      １分      100 点 

               ⑤  わり暗算    20題      １分      100 点 

               ⑥  みとり暗算    10題      １分 20秒   100 点 

                                                合計       600 点満点 
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●（※）決勝問題（日本一決定戦進出） 

                    種目      題数   制限時間   得点 

                    ① かけ算     ４題       ジュニア    20点 

                         ② わり算     ４題       50秒      20 点  

                           ③  みとり算    ２題       スクール     20点  

                           ④ かけ暗算    ４題       ・シニア     20点 

                            ⑤  わり暗算   ４題       １分 20秒     20点 

                        ⑥  みとり暗算  ２題              20点 

                                   合計      120点満点 

 

● そろばん日本一決定戦問題 

   種目         題数   制限時間   得点 

            ① かけ算        10題   １分 50点 

② わり算      10題      １分         50点 

③  みとり算    ５題     １分         50点 

④ かけ暗算    10題      18秒        50 点 

⑤  わり暗算    10題      18秒        50 点 

⑥  みとり暗算    ５題      24秒        50 点 

                                                     合計       300点満点 

 

● 決勝問題 （日本一決定戦）  

種目、題数、得点は、決勝問題（日本一 決定戦進出）と同じである。制限時間は設けず、

定められた答えを記入した後に、挙手をもって(判定器を押す)、該当者が１人となった時

点で計算終了とする。得点の多い者を上位とし、同点の場合は、計算時間の早い方を上位

とする。さらに、計算時間も同じ場合には再決勝を行う。 

 

(2）よみあげ暗算競技 

    競技は、部門ごとの区別はせず全員参加により、勝ち残り方式で決勝を行い決定する。 

程度は 16桁以内の加算および加減算、１題 10口または 15 口、総字数 180 字以内。 

 

（3）よみあげ算競技 

競技は、部門ごとの区別はせず全員参加により、勝ち残り方式で決勝を行い決定する。 

程度は 16桁以内の加算および加減算、１題 10口または 15口、総字数 190 字以内。 

 

(4）フラッシュ暗算競技 

    競技は、部門ごとの区別はせず全員参加により、勝ち残り方式で決勝を行い決定する。 

程度は、３桁 15口固定で表示時間を短縮して行う。 

 

13．競技の程度 

Ａ ジュニア部門 

① かけ算      被乗数・乗数あわせて７桁（無名数および名数。ただし､帯小数･小数のも

のを含める｡） 

② わり算    除数・商あわせて６桁（無名数および名数。ただし、帯小数・小数のもの

を含める｡） 

③  みとり算    ６桁の加算および加減算（名数、１題 10口、総字数 60字） 

    ④ かけ暗算    被乗数・乗数あわせて４桁（無名数） 

    ⑤ わり暗算    除数・商あわせて４桁（無名数）        

    ⑥  みとり暗算    ３桁の加算および加減算（無名数、１題 10口、総字数 30字） 
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Ｂ スクール・シニア部門 

① かけ算    被乗数・乗数あわせて 11桁（無名数および名数。ただし、帯小数・小数の

ものを含める｡) 

② わり算    除数・商あわせて 10 桁（無名数および名数。ただし、帯小数・小数のも 

のを含める｡) 

③  みとり算     10桁の加算および加減算（名数、１題 10口、総字数 100 字） 

    ④ かけ暗算    被乗数・乗数あわせて６桁（無名数）      

    ⑤ わり暗算    除数・商あわせて６桁（無名数）         

    ⑥  みとり暗算    ６桁の加算および加減算（無名数､１題 10口、総字数 60 字）  
 
 
14．採点方法 

  原則として、選手同士の交換採点とする。 
 
15．表  彰   

(1)そろばん日本一 

出場部門ごとに、優勝者には「そろばん日本一」の称号を与え、表彰する。 

   日本一決定戦進出者の２位以下を表彰する。 

   １回戦の満点者には、「満点賞」として表彰する。 

   日本一・入賞者・満点者以外のジュニア部門・スク－ル部門・シニア部門５４０点以上の選

手には、「奨励賞」として表彰する。 

(2)よみあげ暗算日本一 

「よみあげ暗算日本一」の称号を与え、表彰する。なお、入賞者は２位から 10名前後を表彰する。 

(3)よみあげ算日本一 

   「よみあげ算日本一」の称号を与え、表彰する。なお、入賞者は２位から 10名前後を表彰する。 

(4)フラッシュ暗算日本一 

   「フラッシュ暗算日本一」の称号を与え、表彰する。なお、入賞者は２位から 10名前後を表彰する。 

 

16.競技進行と予定時間 

開場（受付）                    11：30～12：00                                 

開会                        12：00～12：10 

総合競技・1回戦                   12：10～12：40 

交換採点                       12：40～13：10 

休憩                        13：10～13：25 

総合競技・そろばん日本一決定戦 

シ ニ ア部門  そろばん日本一決定戦        13：25～13：50 

スク－ル部門  そろばん日本一決定戦        13：55～14：20 

ジュニア部門  そろばん日本一決定戦        14：25～14：50 

よみあげ算   よみあげ算日本一    （３部門同時） 15：00～15：40 

フラッシュ暗算 フラッシュ暗算日本一（３部門同時）  15：45～16：10 

よみあげ暗算  よみあげ暗算日本一  （３部門同時） 16：15～16：40 

表彰・閉会                      16：45～17：00 

 

17.その他 

 本大会実施にあたっては、参加者・関係者の皆様の健康・安全を第一に考え、密を回避し、マ

スク着用・手指消毒の徹底等の感染症対策を講じた上での実施を予定しております。皆様の感染

症対策へのご協力をお願いいたします。 

なお、本大会開催時の新型コロナウイルス感染症の感染状況により、国・地方自治体から施行

中止要請等がなされ健康・安全を確保したうえでの開催が難しい場合については、大会が中止等

となる場合もございます。 
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【選手の皆様】 

〇前日受付は設けず、大会当日も健康状態の確認等に限ったものとします。 

〇例年実施の会場開放並びに座席抽選は行いません。座席はあらかじめ、事務局にて抽選のう

え事前にご連絡させていただきます。 

〇体育館及び同関連施設内での食事は、感染症対策の点からご遠慮いただき、事前に昼食を済

ませた上で会場にお越しください。なお、熱中症対策の観点から、水分補給については適宜

お願いいたします。 

   

【観覧並びに引率の皆様】  

○感染症対策の点から参加者・観覧者他当日来場者については、十分な間隔を確保の上、人数

を一定以下に抑えさせて頂きます。 

○当日来場者は事前登録制とさせて頂く予定です。 

○感染状況によっては入場者を制限し、保護者等の随行を除く一般観覧をお断りさせて頂く事

もございますのでご理解の程お願い致します。 

 （選手以外の方の来場の取り扱い・事前登録方法等につきましては、詳細が決定致しました

ら後日当連盟ホームページでご案内致します。） 

    

 神戸常盤アリーナ（兵庫県文化体育館） 

〒653-0837  兵庫県神戸市長田区蓮池町１－１ 電話 078-631-1701 
 

 

○山陽電気鉄道「西代駅」下車すぐ（阪急・阪神・神戸高速鉄道接続） 

○ＪＲ「新長田駅」下車北へ５００ｍ(徒歩８分) 

○神戸市営地下鉄「長田(長田神社前)駅」下車西へ４００ｍ(徒歩７分) 

○神戸市営地下鉄「新長田駅」下車北へ５００ｍ(徒歩８分) 

 


