２０２２年度
主催
後援

全日本ユース珠算選手権大会

全日本ユース珠算選手権大会実行委員会
共催 京都珠算振興会 立命館大学珠算部
（一・社）日本珠算連盟 (公・社)全国珠算教育連盟 (公・社)全国珠算学校連盟 近畿珠算団体連合会
(一・社)大阪珠算協会 (一・社)兵庫県珠算連盟 月刊珠算情報誌『サンライズ』 （以上、予定）
明治安田生命 (株)ツーネット (株)朝日プリント社 (株)雲州堂 (株)ダイイチ （一・社）日本計算技能連盟
さんかくＢＡＳＥ プリントマシンセンター株式会社 森本印刷(有) ＫＢＳ京都 京都新聞（以上、予定 順不同）

協賛

（開催趣旨とご案内）
珠算技術を習得していく過程において磨かれる様々な能力を発揮する場として、是非本大会をご活用ください。選手の皆様のご参加を
心よりお待ち申し上げます。
今年度は新型コロナウイルス感染症の状況により、次の２つの大会方式を予定しております。

Ａ方式

通信制による「①全日本ユース珠算選手権大会予選」と、
「①全日本ユース珠算選手権大会予選」で決勝進出基準点を超え、かつ出
場を希望する選手によって行う「②全日本ユース珠算選手権大会」の２部制

Ｂ方式

２０２１年度と同様のオンライン制と通信制のハイブリッド形式による大会
※大会方式は３月１５日頃に決定します。

部門・参加資格

アンダー１０ アンダー１２ アンダー１５
２０２２年４月１日現在の満年齢が１０歳以下（新小５以下）
…
２０２２年４月１日現在の満年齢が１１・１２歳（新小６・新中１）
…
２０２２年４月１日現在の満年齢が１３・１４・１５歳（新中２・新中３・新高１）…

アンダー１０
アンダー１２
アンダー１５

参加料
Ａ方式
Ｂ方式

①全日本ユース珠算選手権大会予選
②全日本ユース珠算選手権大会
２５００円

１５００円
２５００円

大会日時
Ａ方式

Ｂ方式

①全日本ユース珠算選手権大会予選
実施期間３月２３日（水）～４月９日（土）
４月３日（日）午前９時よりオンラインで、希望する皆様、ならびに実行委員会から指定された皆様で一斉に行う
機会を設けます。同一教室で、オンライン参加者と不参加者の混在が可能です。
②全日本ユース珠算選手権大会
４月２４日（日）午前１０時３０分開場 １１時３０分開会
午後４時３０分終了予定
オンライン ４月２４日（日） 午前９時開会 午前１１時５０分終了予定
通信制
４月１７日（日）～４月２４日（日）

会場
Ａ方式

Ｂ方式

①全日本ユース珠算選手権大会予選…所属教室、または所属団体が指定する場所
②全日本ユース珠算選手権大会
枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」
〒５７３－１１５９ 大阪府枚方市車塚１丁目１番１号
電話０５０－７１０５－８０８０
▶京阪枚方市駅 北口バスターミナルより 所要時間約２０分
[12] 「北片鉾」行き または、[13] 「小倉町」行きに乗車
→ 「片鉾・中央図書館」で下車すぐ
所属教室、または所属団体が指定する場所

参加申込
大会方式によって参加または不参加を決定される教室・個人、大会方式にかかわらず参加予定の教室・個人、参加を検
討中の教室・個人の皆様は、３月１０日までに次のリンクから「大会方式決定通知申込」
（様式①）をお済ませください。
https://forms.gle/6jVk4L8QuQx5N8DUA
申込頂きました教室・個人の皆様に、決定次第大会方式のご連絡をお送りします。
本申込（様式②）は３月２１日～３月２５日の期間、下記宛てにメールにてお申し込み下さい。参加定員はありません。
参加料は３月２０日までにご送金下さい。
（Ａ方式②全日本ユース珠算選手権大会の申込と送金は後日になります）
〒５７６－００２２ 大阪府交野市藤が尾４－６－１０ 星の郷総合教室 金本和祐
ＴＥＬ０７２－８９５－６２３０
メールアドレス kanemoto88@yahoo.co.jp
振り込み口座 郵便振替「00990-6-172644 星の郷総合教室」

Ａ方式①全日本ユース珠算選手権大会予選の得点により、②全日本ユース珠算選手権大会の出場資格を獲得し、出場を
希望する選手は３月２３日～４月１０日の間に上記あてにメールで申込（様式③）
、参加料の納付を行ってください。
注意事項
お問合わせ

コンマ不要。一字訂正無効。消しゴム使用不可。所定欄外への書き直しは、矢印か番号が必要。
大会に関する一切のお問い合わせは前記の申込先へお願いいたします。

競技方法・表彰・その他
◎Ａ方式
①全日本ユース珠算選手権大会予選
【総合競技】 総合競技問題 すべて整数のみ
かけ算
５桁×５桁
３０題 ５分
わり算
÷５桁＝５桁 ３０題 ５分
みとり算
６桁１５口 １５題（加算９題 加減算６題） ５分
かけ暗算
３桁×２桁 ３桁×３桁 ４桁×３桁 各１０題 計３０題 ２分
わり暗算
÷２桁＝３桁 ÷３桁＝３桁 ÷３桁＝４桁 各１０題 計３０題 ２分
みとり暗算 ３桁１０口 １５口 ２０口 各５題（加算９題 加減算６題） 計１５題 ２分
各種目１５０点満点 計９００点満点
※総合競技の合計得点が、アンダー１５で８８０点以上、アンダー１２で８６０点以上、アンダー１０で８４０点以上を
記録し、出場を希望する選手は、②全日本ユース珠算選手権大会に申込をすることができます。
※部門別にランキング付けを行います。同点の場合は同位とします。
※昨年度大会までの自己記録を超えた選手ならびに満点獲得者にはそれぞれ賞を贈ります。
②全日本ユース珠算選手権大会
【総合競技】 ①と同程度の問題で①と同様に行います。
【総合競技順位決定戦】
総合競技と同程度の問題で、制限時間５分の１で１種目ずつ計時します。総合競技の得点を２倍した点数に順位決定戦の
得点を加算して個人得点とし、部門別にランキング付けを行います。（総合競技の得点に関係なく全員参加で順位決定戦
を行い、個人得点を決定します）
【種目別競技】
実施方法と表彰
・各種目とも部門に関係なく全員参加で種目ごとに決勝出場の１０名を選抜します。
・選抜問題・決勝問題は、各種目とも総合競技の５分の１とし、暗算種目は各レベルから均等題数を出題します。
・選抜問題の制限時間はその都度発表します。
・決勝の制限時間は珠算種目２分、暗算種目４０秒としますが、８名が挙手をした時点で終了とします。
・各種目とも、高得点の者から１位・２位・３位を各１名決します。同点の場合は速度順とします。
・挙手できなかった２名が最高得点者となった場合は、２名による再決勝を行います。
・各種目ごとに入賞ポイントを与え、種目別最優秀選手を選出します。
大会の流れ
その他

予選大会の成績と答案は３月２４日～４月９日の間に送信・発送して頂きます。
１．観覧席を設ける予定です。
２．昼食休憩時間はありません。
３．申込書の「学校長名」
「学校住所」
「校長印」への記入は任意です。
４．運営の都合上、交換審査になることもあります。
５．成績・競技の様子などがマスコミ等で報道・公開されることがあります。

◎Ｂ方式
競技方法・表彰
【総合競技】 ①全日本ユース珠算選手権大会予選と同様
総合競技の合計得点が、アンダー１５で８８０点以上、アンダー１２で８６０点以上、アンダー１０で８４０点以上の
選手は、順位決定戦に進みます。
（順位決定戦）問題は総合競技と同内容で、制限時間を５分の１とし、１種目ずつ計時します。総合競技の得点を２倍
した点数に順位決定戦の得点を加算して個人得点とします。
部門別に１位からランキング付けを行います。同点の場合は、総合競技の合計得点が上位の選手を上位とし、なお同点
の場合は同位としますが、１位が同点の場合は、下記の方法で決定します。成績発表は５月１日前後を予定しておりま
す。
①順位決定戦の得点で、種目ごとに勝敗を決め、勝った種目の多い選手を１位とする。
②勝ち数が同じ場合は、順位決定戦の種目ごとの点数差をみて最大の種目の勝者を１位とする。
③なお同点の場合は、勝敗が決するまで順位決定戦の種目ごとの点数差を降順にみる。
【種目別競技】
・種目ごとに部門に関係なく全員参加にて１回戦から５回戦までを行い、５回戦分の得点の合計で競います。
・各種目、各回戦とも、問題数は総合競技の５分の１とし、暗算種目は各レベルから均等題数を出題します。

大会の流れ

・珠算種目の制限時間は、１回戦１分３０秒、２回戦１分、３回戦４０秒、４回戦２０秒、５回戦 10 秒です。
・暗算種目の制限時間は、１回戦３０秒、２回戦２０秒、３回戦１４秒、４回戦７秒、５回戦４秒です。
・オンラインアプリZoomを使用して行います。
・同一団体でオンライン制と通信制の混在が可能です。
・総合競技の成績は４月１７日～４月２４日の間に送信して頂きます。
・総合競技は採点済み問題全員分を、順位決定戦問題は出場選手の答案のみを採点せずに本部に送付して頂きます。
・通信制での参加者の成績送付、答案送付も上記と同様になります。
・オンライン環境が整わない皆様は、通信制で参加頂けます。

Ｂ方式（通信制）
大会日時

２０２２年４月１７日（日）～２０２２年４月２４日（日）の間に、総合競技と順位決定戦を行ってください。種目
別競技の問題もお送りしますが、実施は自由で、種目別競技の成績送付は不要です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝練習問題販売のご案内＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◎大会模擬問題（すべて昨年までに発行いたしました問題です）
Ａ．総合競技１回～ 10 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｂ．総合競技 11 回～ 20 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｃ．総合競技 21 回～ 30 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｄ．総合競技 31 回～ 40 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｅ．総合競技 41 回～ 50 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｆ．総合競技 51 回～ 60 回
各回 10 枚 解答１枚 Ｂ４片面印刷
１セット６０００円
Ｇ．種目別競技１回～ 10 回 各回 10 枚 解答１枚 Ｂ５片面印刷
１セット３０００円
Ｈ．種目別競技 11 回～ 20 回 各回 10 枚 解答１枚 Ｂ５片面印刷
１セット３０００円
Ｉ．種目別競技 21 回～ 30 回 各回 10 枚 解答１枚 Ｂ５片面印刷
１セット３０００円
☆以上のＡ～Ｉは送料着払いでの発送となります。
以下は、印刷原稿となります。教室内で自由に印刷してお使いください。「縮刷版」は、かけ算とかけ暗算、わり算とわり暗算とをＢ
４用紙の同一面にプリントしております。Ｂ４両面使用だと２枚で１回分の練習問題となります。メール添付にてお送りします。
Ｊ．総合競技縮刷版印刷原稿 １回～ 10 回
問題・解答各１枚 １セット２０００円
Ｋ．総合競技縮刷版印刷原稿 11 回～ 20 回
問題・解答各１枚 １セット２０００円
Ｌ．総合競技縮刷版印刷原稿 21 回～ 30 回
問題・解答各１枚 １セット２０００円
ご入り用の先生は申込書の所定欄に必要セット数をご記入の上、お申し込みください。代金は参加料とともに納付してください。なお、
参加申込に先がけて問題をご入り用の先生は、メールにてご連絡ください。

