
全国珠算競技大会 そろばん クリスマスカップ２０２２ 

～ハイブリッド～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■主催 日本珠算協会 
■共催 月刊珠算情報誌サンライズ 
■協力（昨年・順不同）全日本競技そろばんネットワーク・日本フラッシュ暗算検定協会・日本計算技能連盟 
■後援（昨年・順不同）文部科学省・埼玉県・埼玉県教育委員会・さいたま市・さいたま市教育委員会・ 
さいたま商工会議所・一般社団法人日本珠算連盟・公益社団法人全国珠算教育連盟・埼玉新聞社・ 
公益社団法人全国珠算学校連盟・ＮＨＫさいたま放送局・テレ玉（テレビ埼玉）・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（県立浦和高校浦和地区ＯＢ会） 

 

期日／２０２２年１２月２４日（土）・２５日（日） 

会場／Zoom 会議室（オンライン）・ロイヤルパインズホテル浦和 
 

【主催者挨拶】 
 

本年のクリスマスカップは、オンライン開催と会場開催の、ハイブリッドで行います。 
会場開催は３年前と同じように行います。変更点はほぼありません。 
オンライン開催は昨年、一昨年とは違い、個人参加も可能となりました（条件あり）。 
それぞれの良さを活かし、それぞれでしかできないことを設け、魅力のある大会を目指していきます。ま

た、会場とオンライン、どちらにも参加できるので、どちらの大会も味わい尽くすことができます。部門別総
合競技はチャンスが２回ある（詳細は要項をご確認ください）など、新たな挑戦もしています。 

大会委員一同、魅力のある大会を目指し、全力で準備に当たり、皆様のご参加をお待ちしております。 
…しかし、３年ぶりの会場開催に、果たしてどれだけの人数が集まるのか。１２月には、コロナの感染状況

がどうなっているのか。読めないことが多すぎます。人数調整が必要になる場合もありますので、その際はご
協力いただきますよう、お願いします。 

それでは、クリスマスにお会いしましょう。メリークリスマスカップ！ 
 

本要項は、社会情勢や接続テストの結果により、 
予告なく変更される場合があります。 

変更は、日本珠算協会のＨＰでお知らせします。 
 

【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２０２２大会事務局 
       ＴＥＬ．０９０－６１２２－８４３０  
       Ｅメール  xcup@shuzankyokai.jp    担当：高柳 
 
ご質問・ご相談等は、要項を熟読し、 新情報をＨＰで確認の上でお願いします。 
ＨＰ上の 新要項の質問がある部分をコピーし、メールに貼り付け、質問してください。 

 

 



【クリスマスカップ２０２２について】 

本年はオンライン開催と会場開催、２日間開催となります。 
 
                           １２月２４日（土）はオンライン開催、 
                           １２月２５日（日）は会場開催となります。 
                           同一選手が２日間とも参加可能です。 
                           部門別総合競技の得点は、２日間のうち 
                           良い方の得点を採用し、順位を決定します。 
                           それぞれ参加できる競技に違いがあります。 
                           左表のとおりですが、詳細は以下の要項で 
                           ご確認の上、お申し込みください。 
 また、会場開催は申込で参加確定ではなく、申込締切後に人数調整を行う可能性があります。 

選手の皆様にも、その旨お伝えください。調整は、参加人数によって『申込選手の３割に当たる５名の参
加人数を減らしてください』というかたちになります。申込終了後１週間（１１月１５日）までに連絡し
ますので、ご了承ください。 

 
 【オンライン開催】  

 
■開催日時 ２０２２年１２月２４日（土）１３：３０～１４：３０頃（１３：００開場） 
  
■会  場 Web 会議ツールの Zoom 会議室（オンライン）で接続。 
 
■参 加 料 選手１名につき ３０００円 

※会場開催に参加する場合、オンラインの参加料は不要です（会場参加分の参加料のみ）。 
※各団体で練習問題費用、練習会費用等が追加でかかる場合があります。 

 
■申込受付 １１月１日（火） ～ １１月８日（火） 
      ※人数制限は行いません。後日、会場開催との調整で、追加募集を行う可能性があります。 
 
■参加資格 ①所属団体（もしくは自宅）から Web 会議ツールの『Zoom』を使ってミーティングに参加 

することが可能な者。 
②団体代表者、及びその協力者が、所属選手の成績を「Excel」（.xlsx 形式）でメールに添 

付し、当日中に送付可能な者。 
③交換採点を行うか、指導者が採点できる者。 

※教室で生徒を集め指導している指導者ではない保護者の採点は認められません。 
※社会情勢等により開催が不可能になりましても、返金はできません。 
※運営には万全を期して臨みますが、不測の事態が発生しても、抗議は受け付けられません。 
※上記、ご了承いただいた方のみ、お申し込みください。 

        ※所属教室がある方は、必ず指導者の許可を得てから申込をしてください。 
        ※参加資格を満たしているかどうかわからない方は、xcup@shuzankyokai.jp にお問い合わせください。 

 
■クラス（問題程度）                参考問題：https://sunrise88.jp/original/ 

 どちらかを選んでください。 ・Ｆ０クラス ・Ｆ１クラス いずれも各種目３分。 
      【Ｆ０クラス】会場開催と合わせ、団体総合・個人総合競技の順位決定を行います。 
      【Ｆ１クラス】Ｆ１クラスに参加した選手の中でのランキングを出します。 

総合競技の部門別や団体競技はありません。種目別クラス認定（後述）には参加できます。 
      ※会場開催にも参加する場合は、Ｆ０クラスで統一してください。 
 
■競技の種類 ○部門別団体・個人総合 〇Ｆ１クラス個人総合 〇団体日本一（２０人団体） 

〇【New!】種目別レベル認定（読上算・読上暗算・フラッシュ暗算・英語読上算） 
       ※団体はオンライン・会場の混合チームでの参加も可能です。ただし、団体日本一（２０人

団体）への挑戦は、会場に１人も参加していない団体は除きます。 
       ※Ｆ１クラスは団体に含まれません。種目別レベル認定には参加できます。 
 

 【競技についての詳細は、後ページにまとめます】  

 

会場開催
Ｆ１クラスへの参加 〇 ×

種⽬別レベル認定 〇 ×

部⾨別個⼈・団体総合競技 〇 〇

⽇本⼀決定戦（総合・種⽬別とも） × 〇

部⾨別種⽬別競技 × 〇

オンライン開催

 



 【会場開催】  
 

■開催日時 ２０２２年１２月２５日（日）１２：００～１８：００頃（１１：３０開場） 
  
■会  場 ロイヤルパインズホテル浦和（〒３３０－００６２ 埼玉県さいたま市浦和区仲町２－５－１） 
 
■参 加 料 選手１名につき ６０００円 

※オンライン開催にも参加することができます。 
※各団体で練習問題費用、練習会費用等が追加でかかる場合があります。 

 
■申込受付 １１月１日（火） ～ １１月８日（火） 
      ※人数調整がある場合は、後日事務局から連絡します。『参加人数の３割に当たる５名の参加人

数を減らしてください』などの連絡をしますので、ご協力ください。 
     ※１１月１５日（火）までに参加確定の連絡がない場合は、お電話でお問い合わせください。 

 
■参加資格 そろばん愛好者ならどなたでも参加できます。 

     ※前述の通り、人数調整が必要になった場合はご連絡させていただきます。 
 
■クラス（問題程度） Ｆ０クラス 各種目３分。 参考問題：https://sunrise88.jp/original/  
 
 
■競技の種類 ○団体・個人総合 ○読上暗算 ○読上算 ○英語読上算  ○フラッシュ暗算 
 
 

 【共通事項】  
 
■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 
 
■入  賞 会場参加者の中から、全競技で日本一・準日本一を１名ずつ決定します。 
      団体日本一（２０名）は１団体を決定します。オンラインとの混合で参加可能です。 
      【個人総合競技】 

会場・オンライン含めたＦ０クラス全参加者の中から、各部門３０名程度が入賞となります。 
【種目別競技】 
会場参加者の中から、各部門３０名程度が入賞となります。 

 
■団体構成 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、申込フォームも別団体としてお申し込みください。 

 
■団体参加料 １５００円（参加する全団体に必要です） 
       ※出場者が１名の団体にも必要です。 
 
■申込方法 日本珠算協会のホームページ https://shuzankyokai.jp 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。 
※必ずコメントを記入してお申し込みください。 
※参加名簿、成績、個人名及び写真や競技中の動画等はインターネットなどに公開されます。 

また第三者（新聞社等）へ情報提供する場合があります。 
※参加費用には大会練習問題１６回分を含みます。団体ごとにＰＤＦ形式で配布します。 

 
■申 込 先 Ｅメール xcup@shuzankyokai.jp 
 
■納 入 先 費用の納入は郵便振替でお願いします。 （ネットバンキング、口座間送金、可） 

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。 
※参加料は上記にお振込みください。ただし申込完了の返信後にお願いします。 
※申込受付完了後の取り消しや変更・返金はできません。 



 【競技について】  
 
※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。 
    ※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）。 
 
■【部門別】個人総合競技 

会場のみ、オンラインのみ、両方参加、どの方法でも参加することができます。どちらにも参加した選手
は、高い方の得点が反映されます。ただし、会場参加者はＦ０クラスに限られます。 

各部門３０名程度が入賞。日本一以外は同点同位とします。日本一が同点だったときは複雑になります。 
・同部門で日本一が同点の場合は、会場参加者を日本一とします。 
・会場参加者同士が日本一で同点の場合は、別途決勝を行い順位の決定をします。 
（例）   Ａ選手 Ｂ選手：Ａ選手 Ｂ選手：Ａ選手 Ｂ選手：Ａ選手 Ｂ選手：Ａ選手 Ｂ選手 

会 場  １９０ ２００：２００ 不参加：１９０ ２００：不参加 不参加：１９０ １８０ 
オンライン ２００ １９０：不参加 ２００：２１０ １９０：２００ ２００：２００ ２００ 

             決勝   ： Ａ選手優勝 ： Ａ選手優勝 ： 両選手優勝 ：   決勝  １ 
 
【決勝問題程度】乗算・除算・見取算ともに総合競技（Ｆ０）４１番以降程度、各種目６題、制限時間３分。 
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
合は挙手の速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。 

 
■【Ｆ１クラス】個人総合競技 
 オンライン参加者のみ参加することができます。Ｆ１クラスを選択した選手は、会場参加はできません。 
 部門別種目別競技には参加できませんが、種目別レベル認定には参加できます（後述）。 
 部門に関係なく 大１００位まで発表します。１位も同点同位です。 
 
■【部門別】団体総合競技 

会場のみ、オンラインのみ、両方参加、どの方法でも参加することができます。どちらにも参加した選手
は、高い方の得点が反映されます。ただし、会場参加者はＦ０クラスに限られます。 

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。 
各部門１０団体程度が入賞。日本一以外は同点同位とします。日本一が同点だったときは複雑になります。 

・同部門で日本一が同点の場合は、団体メンバー３人中、会場参加者の数が多い団体を日本一とします。 
・同点団体メンバーが３名とも会場参加の場合は、別途決勝を行います。 
・団体メンバー３名中、会場参加者の数が同数の場合は、日本一も同位とします。 

 
【決勝問題程度】乗算・除算・見取算ともに総合競技（Ｆ０）４１番以降程度、各種目６題、制限時間３分。 
乗算・除算・見取算をリレー形式で行います。メンバー同士で相談してどの種目を行うか決定します。全種目
終了で挙手します（次のメンバーへのパス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速い方を上位とします。制限時間内でも、下位から２団体目が挙手後に５秒で「ヤ
メ」となります。 
 
■【New!】種目別レベル認定（読上算・読上暗算・フラッシュ暗算・英語読上算） 

オンライン参加者のみ参加することができます。 
YouTube で問題動画を配信し、競技を行います。採点は競技終了後に行います。 
順位は決定しません。全部門共通問題を行い得点によりレベルを認定します。問題程度は下記の通りです。 

 
 
 
 
 
 

 

５点 ダイヤモンド 読上算 読上暗算 フラッシュ暗算 英語読上算
４点 プラチナ ７桁〜１６桁１０⼝４０秒程度 ７桁〜１１桁５⼝ ３桁１５⼝ ３秒 ９桁〜１３桁 ５⼝３０秒程度
３点 ゴールド ７桁〜１３桁１０⼝４０秒程度 ５桁〜 ８桁５⼝ ３桁１５⼝ ５秒 ４桁〜 ７桁 ５⼝２５秒程度
２点 シルバー ５桁〜 ９桁１０⼝３５秒程度 ３桁〜 ６桁５⼝ ３桁１０⼝ ４秒 ３桁〜 ５桁 ５⼝２５秒程度
１点 ブロンズ ５桁〜 ８桁 ５⼝２０秒程度 ２桁〜 ４桁５⼝ ２桁１０⼝ ５秒 ２桁そろい  ５⼝１５秒程度
０点 認定なし ５桁そろい  ５⼝２０秒程度 ２桁そろい ５⼝ ２桁 ５⼝ ５秒 １桁そろい  ５⼝１５秒程度



■【日本一決定戦＆部門別】種目別競技 ～３年前の会場開催と同様のルール～ 
 会場参加者のみ参加することができます。 

委員が出題し、１題ずつ採点し、上位先決で競技を行います。 
全体から１人の日本一と準日本一、同時に各部門の入賞（３０名程度）を決定します。 
全体の日本一は、３題正答で決定します。３題目の正答が同時だった場合には、その選手たちのみで、差が

つくまで１題ずつ行います。 
日本一が決まった際の正答数で順位が決まります。同点同位ですが、準日本一・部門別日本一の決勝は、差

がつくまで１題ずつ行います。 
その後の入賞は１題正答で順位を決定し、入賞が決定次第、競技終了です。 

 
■【日本一決定戦】個人総合競技 ～３年前の会場開催と同様のルール～ 
 会場参加者のうち、得点上位３０名程度が参加することができます。どちらにも参加した選手は、高い方の
得点が反映されます。 
 
【決勝問題程度】乗算・除算・見取算ともに総合競技（Ｆ０）４１番以降程度、各種目６題。 
【日本一決定戦進出者】部門に関係なく、会場参加者のうち個人総合競技得点上位３０名程度。 
【準決勝】６題（制限時間１分）の競技を４回（乗算・除算・見取算＋各種目２題ずつの混合問題）を行いま
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×４回＝２０名)。 
【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。 
 
■【日本一決定戦】団体日本一（２０人団体） 

会場のみ、オンラインのみ、両方参加、どの方法でも参加することができます。どちらにも参加した選手
は、高い方の得点が反映されます。 

ただし、会場に１人も参加していない団体は除きます。 
・日本一が同点の場合は２０位から得点を比べ、得点の高い方を日本一とします。 
・全選手の得点が同点の場合は、コイントスにより日本一を決定します。 

 
 

★☆★☆★歴代そろばん日本一★☆★☆★ 
 

                      2021 金本 大夢  大阪府 星の郷総合教室 
                        2020 弥谷 拓哉  埼玉県 そろばん教室ＵＳＡ 
                        2019 弥谷 拓哉  埼玉県 そろばん教室ＵＳＡ 
                        2018 弥谷 拓哉  埼玉県 そろばん教室ＵＳＡ 
                        2017 弥谷 拓哉  埼玉県 そろばん教室ＵＳＡ 
                        2016 弥谷 拓哉  埼玉県 そろばん教室ＵＳＡ 
                        2015 高倉佑一朗  千葉県 けいさんぎのう 
                        2014 原子 弘務  東京都 早稲田大学 
                        2013 堀内 祥加  千葉県 けいさんぎのう 
                        2012 堀内 祥加  千葉県 けいさんぎのう 
                        2011 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2010 青木 龍輔  愛知県 You'I 石川 
                        2009 金子 優希  東京都 早稲田大学 
                        2008 堀内 祥加  東京都 早稲田大学 
                        2007 大関 一誠  北海道 一條珠算塾 
                        2006 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2005 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2004 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2003 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2002 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2001 土屋 宏明  宮城県 はやしそろばん総合学園 
                        2000 米 真佐美  東京都 黒川学園                                


