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全国珠算競技大会
にぃまるいちなな

そろばんクリスマスカップ2017

■主催 日本珠算協会
■共催 さいたま市・月刊珠算情報誌サンライズ

■後 援（昨年度）
文部科学省・埼玉県・埼玉県教育委員会・さいたま市教育委員会・さいたま商
工会議所・日本珠算連盟・（社）全国珠算学校連盟・（社）全国珠算教育連盟
・ＮＨＫさいたま放送局・テレ玉(テレビ埼玉)・埼玉新聞社・朝日新聞さいた

ま総局・毎日新聞さいたま支局・読売新聞さいたま支局・共同通信社さいたま

支局・産経新聞さいたま総局・東京新聞さいたま支局・朝日新聞埼玉少年少女
スポーツ・国際ロータリー第2770地区第１グループ・浦和ダイヤモンドロータ

リークラブ・浦和麗和会（埼玉県立浦和高等学校浦和地区ＯＢ会）

期日／２０１７年１２月２４日（日）
会場／浦和ロイヤルパインズホテル（埼玉県さいたま市）

【 主 催 者 挨 拶 】

２０００年、『ミレニアム記念そろばんクリスマスカップ』として誕生した本大会には、

北は北海道から南は沖縄に至る全国各地より４００名を超えるご参加をいただきました。

当初は、１回限りの記念大会の予定でしたが、内外より継続開催の要望が強く、関係各

位のご協力のもと、毎年開催されるようになりました。

本年は、１８回目を迎えます。多数の皆様のご参加をお待ちしておりますとともに、関

係各位の絶大なるご支援とご協力をお願いする次第であります。

【 大 会 開 催 趣 旨 】

珠算は、古くから日本文化に根ざし、計算能力の向上のみならず、暗算力、数学的思考

能力、集中力を養成し、我が国の経済発展並びに国民の計数観念の向上に多大な貢献をし

てきました。珠算が広く一般に普及したことが、未曾有の経済成長を遂げた日本の優秀さ

の基盤の一因となったことは周知の通りであります。

また、近年は珠算学習が『右脳の活性化』に好影響を与えることが、多くの脳医学者た

ちの研究によって解明・実証され、その教育的効果が改めて見直されております。コンピ

ュータ先進国であるアメリカや、発展途上の東南アジアをはじめとする諸外国においても、

珠算学習が公教育に積極的に取り入れられるようになってきました。

本会におきましては、青少年の無限の可能性を広げる珠算教育の更なる振興と技能の向

上を図るために全国珠算競技大会『そろばんクリスマスカップ２０１７』を開催します。
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開 催 要 項
１．開催日時 ２０１７年１２月２４日（日）１１：００～１７：３０頃

※受付は１０：００から行います。
※ホテル内は飲食物の持ち込み禁止です。

２．会 場 浦和ロイヤルパインズホテル４階（ＪＲ浦和駅西口徒歩７分）
〒３３０－００６２ 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１

３．部 門 Ａ：小学２年生以下 Ｂ：小学３・４年生 Ｃ：小学５・６年生
Ｄ：中学生 Ｅ：高校・一般

４．参 加 料 ■選手１名につき６０００円
所属団体名１つにつきＥメール申込の団体 ３０００円

ＦＡＸ申込の団体 ４０００円
※一般の個人参加（１名の場合のみ）の方は必要ありません。
※高校生以下の参加は引率が必要です。

■入場者１名につき１０００円････当日申込も可能です。ただし、事前申
込で定員に達した場合は、お断りする場合もあります。

※選手と大会委員は、入場料は必要ありません。
※所属団体名１つにつき、１つ入場証がつきます。ただし、一般の個人

参加１名の場合を除きます。
※選手以外の未就学児の入場はご遠慮ください。ただし、やむを得ない

場合はお問い合わせください。

５．申込受付 先行申込 １０月 ２日（月）０時 ～ １０月 ６日（金）２４時
追加申込 １０月１０日（火）０時 ～ １０月１３日（金）２４時

※申込期間外の申込は無効とします。
※先行申込は６日（金）、追加申込は１３日（金）までに参加料の納入をお

願いします。

６．参加資格 ■先行申込 下記の条件のいずれかに該当する方とします。
①クリスマスカップ２０１６で入賞した選手（団体総合競技を除く）
②アバカスサーキット第２２２戦（２０１７年９月実施）までにＦ１クラ

スで２５０点以上を取得している選手。
※若干の海外特別枠を設けています。
■追加申込 そろばん愛好者ならどなたでも参加できます。
ただし、申込期間内でも定員(７００名)に達した場合は受付を終了します。
※先行申込された選手は全員参加できるように調整します。
※先行申込で定員に達した場合は追加申込は行いません。
※１０月９日（祝）までにホームページ上で追加申込の有無、受付可能
人数をお知らせします。
【参考】昨年は、定員７００名に対し、先行申込が約５００名でした。追

加申込約２００名の受付は、午前０時に始まり、９０分で定員に達しま
した。以降は大変恐縮ですがお断り申し上げました。

７．申込方法 サンライズのホームページ（http://soroban.us/index88.htm）から申込フ
ォームをダウンロードしてＥメールでお送りください。Ｅメール利用不可
の場合は、ＦＡＸにて所定の申込書でお送りください。ただし、ＦＡＸの
場合は団体参加料が４０００円となります。

【お願いとご注意】
※申込書送付と参加料納入は同日にお願いします。
※申込受付完了後の取り消しや変更・返金はできません。
※記念誌掲載用のコメントを記入してお申し込みください。
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８．申 込 先 ■Ｅメール usa@soroban.us ■ＦＡＸ．０４８－８８６－８３０１

９．費 用 費用の納入は郵便振替でお願いします。
振込番号 ００１００－３－４６３５７０
加入者名 そろばんクリスマスカップ
※サンライズの振込先とは異なりますのでご注意ください。

１０．競技の種類 ○団体総合 ○個人総合 ○読上暗算
○読上算 ○英語読上算 ○フラッシュ暗算

１１．入 賞 全部門・全種目とも１位から３０位程度を入賞とします。
ただし、団体総合競技は１位～１０位程度を入賞とします。

※２位以降は同点同順位を原則とします。
【団体構成について】各部門とも、同一団体（企業、学校、珠算教室等）からは、何名参

加しても１団体しか構成できません。ただし、○○珠算塾××教室、
○○珠算塾△△教室のように、分教場単位の構成は別団体として認
めます。その場合、申込も団体ごとに記入してください。また、団
体としての費用も、参加される団体にそれぞれかかります。

１２．競技方法と問題程度

【総合競技】小学生以下はアバカスサーキットＦ１程度を各種目３分で行います。

中学生以上はアバカスサーキットＦ０程度を各種目３分で行います。
※団体総合競技は各部門とも各団体得点上位３名の合計得点で順位を決定します。
※交換採点を行います（参加人数等により引き上げ採点になる部門があります）。
※各部門得点上位１０名程度が準決勝に進出、準決勝から３名が決勝に進出します。

■部門別・個人総合競技準決勝、決勝

◎小学生以下は乗算・除算・見取算ともに総合競技(Ｆ１)４１番以降の程度
◎中学生以上は乗算・除算・見取算ともに総合競技(Ｆ０)４１番以降の程度

※全問終了で挙手します（挙手後の訂正は一切できません）。審査後に、得点順で
順位を決めますが、同点の場合は挙手の早い方を上位とします。

※制限時間内でも、下位から２人目が挙手後に５秒で「ヤメ」となります。
【準決勝】準決勝は１種目６題（制限時間１分）を３種目行います。競技種目の順番は

抽選で決定します。各種目１位の選手のみ勝ち抜けで決勝進出とします。
【決 勝】決勝進出者３名により、各種目６題ずつ、合計１８題（制限時間３分）を行

い、ベスト３を決定します。
※ベスト３以外の順位は、総合競技の点数順にて決定します。

【種目別競技】読上暗算・読上算・英語読上算・フラッシュ暗算
※予選はありません。上位先決で競技を行います。
※種目別競技の日本一決定戦は、部門別競技と兼ねて行います。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【そろばん日本一決定戦】個人総合競技

問題程度：中学生以上の総合競技（Ｆ０）４１番以降の程度
参加資格：小学生以下得点上位１０名程度、中学生以上得点上位２０名程度、および各部

門そろばん日本一
【準決勝】１種目６題（制限時間１分）の競技を３回行います。競技種目の順番は抽選で

決定します。全問終了で挙手します（挙手後の訂正はできません）。５名が挙
手した時点で「ヤメ」となり、挙手した内の満点者が勝ち抜けで決勝進出とし
ます。( 大で５名×３種目＝１５名)
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【決 勝】決勝進出者により、各種目６題ずつ、合計１８題（制限時間２分）を行います。
全問終了で挙手します（挙手後の訂正はできません）。１名が挙手した時点で
「ヤメ」となり、得点順で日本一を決めます。１位が同点の場合は同点者のみ
で点差がつくまで再決勝を行います。

【注 意】※総合競技の計算は、そろばんでも暗算でもかまいません。
※答は解答欄に、算用数字で横に１行で記入してください。
※答を書き直すときは、横線ですべて消して書き直してください。
※部分訂正やなぞり書き、不明瞭な数字は誤答となります。
※訂正のため欄外に答を書く場合は、矢印か番号をつけてください。
※コンマは審査の対象としませんので、つけなくてもかまいません。
※参加名簿、成績、個人名及び写真等はインターネットなどに公開されます。
※引率の先生には大会委員をお願いします。

【事務局】〒３３０－００５３ 埼玉県さいたま市浦和区前地１－１－８
そろばん教室ＵＳＡ・サンライズ内 クリスマスカップ２０１７大会事務局
ＴＥＬ．０４８－８８４－１９８８ ＦＡＸ．０４８－８８６－８３０１
Ｅメール usa@soroban.us 担当：高柳 和之

■歴代優勝者 個人総合 読上暗算 読上算 英語読上算 フラッシュ

２０００年 米 真佐美 岡田 秀樹 土屋 宏明 吉田 瞳 黒沢 雄基

12/24施行 （東 京） （大 阪） （宮 城） （群 馬） （神奈川）

２００１年 土屋 宏明 米 真佐美 中村 久絵 高柳恵利加 平塚 宏

12/23施行 （宮 城） （東 京） （福 島） （埼 玉） （宮 城）

２００２年 土屋 宏明 阿久根誠司 金子 優希 高柳恵利加 平塚 宏

12/22施行 （宮 城） （大 阪） （千 葉） （埼 玉） （宮 城）

２００３年 土屋 宏明 和宇慶朝士 土屋 宏明 稲垣 怜 阿久根誠司

12/21施行 （宮 城） （沖 縄） （宮 城） （愛 知） （大 阪）

２００４年 土屋 宏明 堀内 祥加 金子 優希 内藤 明莉 笹野 健夫

12/26施行 （宮 城） （千 葉） (千 葉) (愛 知) (岩 手)

２００５年 土屋 宏明 堀内 祥加 渡辺 紗知 高柳和加奈 新名 哲也

12/25施行 （宮 城） (千 葉) （宮 城） （埼 玉） （大 阪）

２００６年 土屋 宏明 堀内 祥加 勝又 美貴 高柳和加奈 新名 哲也

12/24施行 （宮 城） （千 葉） （宮 城） （埼 玉） （大 阪）

２００７年 大関 一誠 堀内 祥加 阿久根誠司 斉藤 亜美 河野 翔太

12/23施行 （北海道） （千 葉） （東 京） （群 馬） （愛 媛）

２００８年 堀内 祥加 堀内 祥加 宮城 健治 古山 直樹 河野 翔太

12/23施行 （千 葉） （千 葉） （沖 縄） （東 京） （愛 媛）

２００９年 金子 優希 金子 優希 阿久根誠司 Ivy Huang 阿久根誠司

12/20施行 （千 葉） （千 葉） （東 京） (アメリカ) （東 京）

２０１０年 青木 龍輔 堀内 祥加 玉那覇有亮 畔田 賢 若松 尚弘

12/26施行 （愛 知） （千 葉） （沖 縄） (東 京) （北海道）

２０１１年 土屋 宏明 堀内 祥加 渡辺 紗知 弥谷 拓哉 髙倉佑一朗

12/25施行 （宮 城） （千 葉） （宮 城） （埼 玉） （東 京）

２０１２年 堀内 祥加 堀内 祥加 宮本 丈裕 木下 優季 笹野 健夫

12/23施行 （千 葉） （千 葉） （東 京） （埼 玉） (岩 手)

２０１３年 堀内 祥加 堀内 祥加 金子 優希 小原 陽菜 河野 翔太

12/22施行 （千 葉） （千 葉） （千 葉） （埼 玉） (滋 賀)

２０１４年 原子 弘務 森 淑史 糸数めぐみ 小原 陽菜 高倉佑一朗

12/27施行 （東 京） （沖 縄） （大 阪） （埼 玉） (千 葉)

２０１５年 高倉佑一朗 竹澤 祥加 金子 優希 小原 陽菜 杵川日向雅

12/26施行 （千 葉） （千 葉） （千 葉） （埼 玉） (三 重)

２０１６年 弥谷 拓哉 森 淑史 弥谷 拓哉 弥谷 拓哉 高倉佑一朗

12/24施行 （埼 玉） （沖 縄） （埼 玉） （埼 玉） (千 葉)


