
第 77回新潟県珠算選手権大会開催要綱 

（兼．「そろばんグランプリジャパン２０２３」新潟県派遣選手選考） 

 

１．開催趣旨 

  社会のさまざまな分野において、ICT技術が急速に進展する中にあって忍耐力を培い、集中力が養われる

日本古来の計算機「そろばん」が今、見直されております。このような観点から(一社)新潟県商工会議所

連合会･新潟商工会議所・新潟県珠算振興会におきましては、珠算振興と技能の向上をはかるため本大会を

実施いたします。 

  

２．主  催  (一社)新潟県商工会議所連合会･新潟商工会議所・新潟県珠算振興会 

３．後  援  新潟県教育委員会・新潟市教育委員会・新潟日報社 

NHK新潟放送局・BSN新潟放送･NST新潟総合テレビ 

TeNYテレビ新潟・UX新潟テレビ２１ 

４．日  時  ２０２３年５月１４日（日）午前１０時００分 

～午後３時００分（予定） 

        (受付開始 午前９時１５分から) 

５．会  場  新潟ユニゾンプラザ（新潟市中央区上所 2丁目 2番 2号）         

バス利用の場合、JR新潟駅万代口バスターミナル８番より、 

水島町経由美咲町合同庁舎行バス「ユニゾンプラザ前」下車徒歩１分。 

        駐車場の利用は可能ですが、駐車場所に制限があります。 

（バス・駐車場の詳細は別紙をご参照ください） 

 

６．参加資格並びに出場人員 

① ジュニア部門  県内の小学校に在学する者 １団体参加人数制限なし 

② スクール部門  県内の中学校・高等学校に在学する者       

生年月日が２００５年４月２日以降で専修学校等に在学するもの 

                       １団体参加人数制限なし 

③ シニア部門   上記①②に該当しない者  １団体参加人数制限なし 

※上記に反して参加した場合は、入賞資格を取り消します。 

※同一校名で２ヶ所以上の申し込みがあった場合は、申込順に「・・・小学校 

A」「・・・小学校 B」というように明記させて頂きますので、予めご了承下さい。 

※中高一貫校においては、学年を記載する。 

※シニア部門の所属団体名は勤務先名を記入する。 

 

７．参 加 料 １０００円（部門問わず参加者１名につき） 

 ※参加料は選手権大会当日、受付にて頂戴いたします。申込時には持参される必要はありません。 

但し、当日欠席された場合も参加料は徴収いたしますことをご了承ください。 

 ★参加料は必ずおつりのないよう、選手権大会当日ご持参ください。 

 

 

 

８．競技部門 

  ①新潟県珠算選手権大会 

   （１）個人選手権 

ジュニア部門は【裏面・①】の６種目における得点合計により順位を定める。スク－ル部門及

びシニア部門は【裏面・②】の６種目における得点合計により順位を定める。 

    （２）読上算・読上暗算 

部門ごとに一題ごとの勝ち残り方式で順位を決定する。 

※種目別競技においてシニアの部の参加者が２名以下の場合は、スクールの部と統合する。 

（３）フラッシュ暗算選手権 

部門に関係なく一題ごとの勝ち残り方式で順位を決定する。 

 
 
９．参加申込   

インターネット申込みをお願いしています。下記 URLまたは QR、もしくは新潟商工会議所のホームペ

ージから申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、４月１２日（水）までに下記

新潟県珠算競技大会事務局までメールにてお申込ください。 

https://www.niigata-cci.or.jp/archives/10846 ＜送付先アドレス＞ kentei@niigata-cci.or.jp 

※受付ができましたら、3営業日以内に返信をします。返信がない場合はお手数ですが、ご連絡をお

願い致します。 

※なお、新潟市以外の参加希望者は管轄の商工会議所を通じてお申込ください。各地商工会議所は、

当該地区参加選手の参加申込書を取りまとめ、４月１３日（木）（必着）迄に下記事務局宛て提出

してください。 

※申込用紙の郵送も受け付けます。下記送付先までお送りください。 

＜申込書送付先・問合せ先＞ 

新潟県珠算選手権大会事務局（新潟商工会議所 会員サービス課内） 

〒950-8711 新潟市中央区万代島 5番 1号 万代島ビル 7階 

TEL：025-290-4411  FAX：025-290-4421 

◎参加申込者には後日、参加票と参加料金確認の計算書を送付します。 

当日受付において参加票・参加料と引換えに関係書類をお渡し致します。 
   
10．表  彰  【裏面・③】のとおり   

なお、入賞者の表彰にあたりましては、所属団体名を使用させていただきます。 

 

11. 備  考  「そろばんグランプリジャパン 2023」につきましては、代表選手のほかに参加制限無しに自

由参加することもできます。よって、代表選手及び参加希望選手は、珠算選手権大会の閉

会式終了後、説明いたしますので、ご承知ください。 

なお、問題についてはジュニア部門を「Ａ問題」、スクール・シニア部門を「Ｂ問題」と

し、詳細につきましては、裏面〔①〕・〔②〕をご覧ください。  

 

12.主な当日スケジュール（予定） 

  9:15受付開始  10:00開会式   10:15競技開始 14:20閉会式、  15:00終了予定                                   

以上  

No.１ 

https://www.niigata-cci.or.jp/archives/10846
mailto:kentei@niigata-cci.or.jp


①新潟県珠算選手権大会 競技程度等 問題数・配点 

（Ａ 問 題）【ジュニア部門】 

於 種     目 問題数 点  数 問題程度 制限時間 

1 かけ算 ２０題 １００点 珠算３級程度 ５分 

2 わり算 ２０題 １００点 珠算３級程度 ５分 

3 みとり算 １０題 １００点 珠算３級程度 ５分 

4 かけ暗算 ２０題 １００点 珠算７級程度 １分３０秒 

5 わり暗算 ２０題 １００点 珠算６級程度 １分３０秒 

6 みとり暗算 １０題 １００点 珠算６級程度 ２分 

計 ６種目 １００題 ６００点     
 

種 目 別 競 技 
 

読上算・読上暗算 部門ごと。順位を決定。       
 

フラッシュ暗算 部門なし。順位を決定。       

 

 

②新潟県珠算選手権大会 競技程度等 問題数・配点 

（Ｂ 問 題）【スクール・シニア部門】 

於 種     目 問題数 点  数 問題程度 制限時間 

1 かけ算 ２０題 １００点 珠算１級程度 ５分 

2 わり算 ２０題 １００点 珠算１級程度 ５分 

3 みとり算 １０題 １００点 珠算１級程度 ５分 

4 かけ暗算 ２０題 １００点 珠算５級程度 １分３０秒 

5 わり暗算 ２０題 １００点 珠算４級程度 １分３０秒 

6 みとり暗算 １０題 １００点 珠算３級程度 ２分 

計 ６種目 １００題 ６００点     

 

種 目 別 競 技 
 

読上算・読上暗算 部門ごと。順位を決定。       
 

フラッシュ暗算 部門なし。順位を決定。       

 

 

 

③表彰は下記の通りとする 

 部門別 優勝 入賞者数 

個人総合 

ジュニア部門 １ ２位～９名前後 

スクール部門 １ ２位～９名前後 

シニア部門 １ ２位～２名前後 

読上算 

読上暗算 

ジュニア部門 １ ２位～９名前後 

スクール部門 １ ２位～９名前後 

シニア部門 １ ２位～２名前後 

フラッシュ暗算 部門関係なし １ １０名前後最大１５名まで 

※個人総合・種目別競技の入賞者の人数については、競技の都合上、得点が同点の場合、該当者の人数を

若干調整することがある。 

※ジュニア部門の個人総合競技において、入賞者以外の成績優秀者には、優良賞を授与する。  

 

④参加者に対する施行上の注意事項 

１．全般的な注意 

（１）計算用意の合図があるまでは、そろばんを机の左方縦に置くこと。 

（２）問題の配布を受けても合図があるまでは、そのまま机の上に置き、両手はひざの上に置くこと。 

（３）答案には参加番号のみ記入し、氏名は書かないこと。 

（４）合図によって参加番号を記入し、両手はひざの上に置くこと。 

（５）声を出して数を読みながら計算しないこと。 

（６）計算開始および終了は、すべて｢競技委員の合図｣によること。 

（７）終了の合図によって計算または答えの記入を直ちに止め、答案を裏返しにして 

両手はひざの上に置くこと。 

（８）進行係の「ただいまから競技をおこないます」と宣言した後は、選手の競技場 

への入場は認めない。 

 

２．答案記入上の注意 

（１）答えは定められた欄の中(訂正した場合を除く)にはっきり書くこと。 

（２）答えの書き方の標準例  ２，９０５，４１８ 

（３）答えには３位ごとに、コンマ「，」をつけること。 

（４）答えの数字およびコンマ「，」小数点「．」を書き違えたときは、その答えの全部を横線で消して

書き直すこと。 

 （５）コンマ「,」と小数点「.」の区別がつくように書くこと。 

 

 ３．その他 

   種目別競技においては、答えの書き直しは、いっさい認めない。 


