２０１８年度

全日本ユース珠算選手権大会

主催

全日本ユース珠算選手権大会実行委員会

後援

（一・社）日本珠算連盟

共催

(公・社)全国珠算教育連盟

京都珠算振興会

立命館大学珠算部

(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』 ＮＨＫ京都放送局 ＫＢＳ京都 京都新聞
（以上昨年実績・順不同、今年度分は現在折衝中）
協賛

パナソニック株式会社 （一・財）日本児童教育振興財団 パナソニック株式会社珠算部 (株)ツーネット
(株)朝日プリント社 (株)雲州堂 (株)ダイイチ 森本印刷(有) クリエイティブオフィスアクシス
（一・社）日本計算技能連盟 さんかくベース プリントマシンセンター株式会社
（以上昨年実績・順不同、今年度分は現在折衝中）

ニッタイ株式会社

（開催趣旨）
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、第１０回大会を実施する運びとな
りました。選手の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
大会日時
場所

４月２２日（日）午前９時４５分開場 １０時３０分開会
京都府総合見本市会館 京都パルスプラザ

午後５時終了予定

〒 612-8450 京都市伏見区竹田鳥羽殿町 5 TEL: 075-611-0011 ／ FAX: 075-611-6299
部門・参加資格
アンダー１０ アンダー１２ アンダー１５
２０１８年４月１日現在の満年齢が 10 歳以下

…

アンダー１０

２０１８年４月１日現在の満年齢が 11・12 歳
２０１８年４月１日現在の満年齢が 13・14・15 歳

…
…

アンダー１２
アンダー１５

参加料

１人３０００円

参加申込

下記宛てにメール（推奨）か現金封筒にてお申し込み下さい。参加定員はありません。３月１１日
～３月２０日到着分まで受付いたします。３月２１日以降の到着分は準備の都合上お申し込みを受
付できませんのでご注意下さい。メールでのお申し込みの場合、メール送信と同日中に参加料等を
ご送金下さい。メールでのお申し込みは大阪山本速算会、または星の郷総合教室のＨＰから申込書
をダウンロードして下さい。３月２１日に受付終了のお知らせをメールか郵便でお送りいたします。
連絡が届かない場合は、３月２５日までにお知らせ下さい。
〒 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

TEL 072-895-6230 FAX 072-895-7180
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」
競技方法
総合競技・種目別競技・特別競技（フラッシュ暗算）
総合競技問題 すべて整数のみ
３０題
３０題

いずれも個人競技のみ

かけ算
わり算

５桁×５桁
÷５桁＝５桁

５分
５分

みとり算

６桁１５口

かけ暗算
わり暗算

３桁×２桁 ３桁×３桁 ４桁×３桁 各１０題 計３０題 ２分
÷２桁＝３桁 ÷３桁＝３桁 ÷３桁＝４桁 各１０題 計３０題

みとり暗算

３桁１０口

１５題（加算９題

１５口

２０口

加減算６題）

各５題（加算９題

５分

加減算６題）

２分
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が８８０点以上、アンダー１２が８６０点以上、アンダ
ー１０が８４０点以上の選手で、順位決定戦を行う。問題は総合競技と同内容で、制限時間を５
分の１とし、１種目ずつ計時する。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
て等位を決定する。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する。
表彰

各部門別に１位からランキング付けを行う。順位決定戦に出場した選手はその結果で決し、順位
決定戦に出場しなかった選手は総合競技の得点で決する。同点同位とするが、順位決定戦に出場
しない場合の 20 位以内の同点に関しては、別途決勝を行う。

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にて準々決勝・準決勝を行い、決勝出場の 10 名を選抜する。
・準々決勝・準決勝・決勝の問題は、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
ら均等題数を出題する。
・準々決勝の制限時間は珠算種目が１分 30 秒、暗算種目 30 秒とする。
・準決勝の制限時間は珠算種目が１分、暗算種目 20 秒とする。
・決勝出場者決定のために別途決勝を行うことがある。
・決勝の制限時間は珠算種目２分、暗算種目 40 秒とするが、８名が挙手をした時点で終了とする。
・各種目とも、高得点の者から１位・２位・３位を各１名決する。同点の場合は速度順とする。
・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う。方法は当日発表
する。

注意事項

・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する。
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。

お問合わせ

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。

その他

１．観覧席を設けております。上履きは選手･観覧者とも不要です。
２．昼食休憩時間を設けます。
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。

お願い

６．駐車場があります。京都駅からのバスもあります。詳しくは会場ＨＰをご覧下さい。
大会へのご協賛金を是非お願いいたしたく思っております。１口５０００円を参加料とともにご送金ください。
参加名簿に教室名を掲載させていただきます。何口でも結構です。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝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
Ｃ．総合競技 21 回～ 30 回

各回 10 枚
各回 10 枚

解答１枚
解答１枚

Ｂ４片面印刷
Ｂ４片面印刷

１セット６０００円
１セット６０００円

Ｄ．総合競技 31 回～ 40 回
Ｅ．総合競技 41 回～ 50 回

各回 10 枚
各回 10 枚

解答１枚
解答１枚

Ｂ４片面印刷
Ｂ４片面印刷

１セット６０００円
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
Ｈ．種目別競技 11 回～ 20 回 各回 10 枚

解答１枚 Ｂ５片面印刷
解答１枚 Ｂ５片面印刷

１セット３０００円
１セット３０００円

Ｉ．種目別競技 21 回～ 30 回 各回 10 枚

解答１枚

１セット３０００円

Ｂ５片面印刷

☆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Ｂ４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。
Ｊ．総合競技縮刷版印刷原稿 １回～ 10 回
問題・解答各１枚
Ｋ．総合競技縮刷版印刷原稿

11 回～ 20 回

１セット２５００円

問題・解答各１枚

１セット２５００円

Ｌ．総合競技縮刷版印刷原稿 21 回～ 30 回
問題・解答各１枚
☆Ｊ～Ｌは送料込みでの金額となります。

１セット２５００円

☆Ｊ～Ｌを２セット以上、あるいはＡ～Ｉと同時に注文されました場合は問題発送時に送料を一部お返しいた
します。ご注文内容により送料が異なってきますので、一旦は所定の金額をお納めください。
ご入り用の先生は参加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、参加申込書をコピーしてご利用下さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝大会運営ボランティアスタッフ募集について＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
京都振興会会員・立命館大学珠算部現役生を除く皆さまで、当日の運営をお手伝いいただけます方は４月９日まで
に前記連絡先までご一報下さい。昨年までお手伝い下さいました皆様で今年お手伝いいただけます方もお手数です
がご一報下さい。委員分掌につきましては主催者にご一任下さいますようお願いいたします。

