
 

 

大会開催要項 

 
主催：FaST 実行委員会 
共催：日本フラッシュ暗算協会・全日本競技そろばんネットワーク 
協力：日本珠算協会・日本計算技能連盟 

 
【計算能力認定試験とは】 
本大会は順位を決する大会を実施しながら、各競技予選の正答点数・秒数・桁数に応じて、参加者全員に各種目の 
計算速度証明書・正答証明書を発行します。 
 
【開催趣旨】 
・あらゆる大会の中で最も難易度の高い問題を出題することで、珠算競技レベルを飛躍させること 
 
・難易度を選択できるルールを用いることで、大会出場を希望する全選手に実力に応じた目標を持ってもらうこと 
 
・早い段階から珠算競技トップ層の実力に触れ、高い目標を持つ選手を一人でも多く増やすこと 
 
・来たるべき、会場開催での競技大会に向け選手、指導者のモチベーションを高めること 
 
以上を主な開催趣旨として、 
第 3 回全日本 FaST 計算能力試験・公式記録大会をオンライン開催させて頂きます。 
 
【開催概要】 
＜開催日時＞2021年 9月 20日（月） 
       接続開始 9:00／開会 9:30／閉会予定 13:00 

   ※表彰式：当日及び 9/27（月）19:00～19:20 
 
＜会場＞  Zoom 上でオンライン開催 
 
＜参加費＞ 2021 年 4 月～8 月の通信 FaST 参加者：1 人 3,000 円 

同   未参加者：1 人 4,000 円  
＋別途、団体登録費：1 団体につき 2,000 円 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜参加条件＞ 
①原則として、所属団体から「Zoom」を使用して参加すること ※隔離措置の場合を除く 

 
②団体代表者・機材責任者・参加選手自身が[Google フォーム][Microsoft Excel]を使用して点数報告が行えること 
 
③参加者自身以外に採点者（指導者や保護者、または交換採点）がいること 
 
④大会の当日映像・成績について、メディア・HP 上での公開に同意すること 

 



 

 

＜競技内容＞ 
◆ペーパー競技 
各選手ごとに事前登録したレベルのみ参加可。 
制限時間：各 3 分。コンマ不要、1 問１点。 
 
当日は採点まで行い、再審・点数報告・表彰は後日行
う。 
点数報告締切：9月 22日（水） 
 
◎総合ランキング  
各種目ごとに 10 点以上獲得できた場合、 
C-中級：加点なし 
B-上級：各種目+20点 
A-超上級：各種目＋50 点 
 
上記加点の上、ランキングを算出する。 
点数に応じて、各種目毎の計算速度認定証を授与する。 
 
◎部門別ランキング  
・低学年（小学 3年生以下）の部 
・高学年（小学 4～6年生）の部 
・中学生の部 
・高校一般の部     

 
上記各ランキングを算出し賞品を授与する。 
 
◎レベル別ランキング  
中級・上級・超上級毎のレベル別ランキングを算出する。 

 
 
◆種目別競技決勝（かけ算・わり算・見取算） 
自由参加とする。決勝用に別途用意された、ペーパー競技・超上級の問題を使用。制限時間各 1分。その場で
点数を聞き、順位を確定する。同点だった場合は、失点の少ない者＞間違えた問題が遅い者を勝ちとする。 
 
 
◆団体総合競技（※第 3回新設） 
部門不問。ペーパー競技の得点上位者 10 名の合計点数で決する。 

※希望される場合、FaST の HP 上で入賞団体の紹介及び、教室HPへのリンクを設置します。 
 
◆フラッシュ暗算競技 2桁 15口の部/3桁 30口の部 （難しい問題を正答した人が勝ち） 
オンライン上で 1/100 秒単位での正確な問題を出題することが困難なため昨年同様、 
日本フラッシュ暗算検定協会発行の「ネット競技会」ソフトを利用して事前実施する。 

※詳細は「そろばん FaST」 HP・大会要項③「フラッシュ暗算競技」を確認してください。 
 

中級 × ÷ 見取
1～20番 2×2桁 ÷2=2桁 2桁4口
21～30番 2×3桁 ÷2=3桁 3桁4口
31～40番 2×4桁 ÷2=4桁 3桁6口

41～45番 3×3桁 ÷3=3桁 3桁8口
46～48番 3×4桁 ÷3=4桁 3桁10口
49～50番 4×4桁 ÷4=4桁 3桁15口

上級 × ÷ 見取
1～20番 3×3桁 ÷3=3桁 3桁7口
21～30番 3×4桁 ÷3=4桁 3桁10口
31～40番 4×4桁 ÷4=4桁 3桁13口
41～45番 4×5桁 ÷4=5桁 3桁15口
46～48番 5×5桁 ÷5=5桁 4桁15口
49～50番 5×6桁 ÷5=6桁 4桁20口

超上級 × ÷ 見取
1～20番 5×5桁 ÷5=7桁 3桁20口
21～40番 6×6桁 ÷6=8桁 4桁20口
41～50番 7×7桁 ÷7=9桁 5桁30口



 

 

◆フラッシュ暗算～ギネス記録に挑戦～ 現在のギネス世界記録：「3桁 30 口 3.33 秒」 
フラッシュ暗算競技優勝者に挑戦権が与えられる。 
ソフトは、日本フラッシュ暗算検定協会「ネット競技会」を使用し、上記記録よりも速い 3桁 30口の問題に 3
回挑戦できる。参加にあたっては挑戦者の正面・背面・手元の 3 方向からの録画と Zoomのオンライン接続が
求められるため、環境が用意できない場合は挑戦できない。優勝者が挑戦権を放棄した場合は、次席の選手に
挑戦権が移る。 

※挑戦が成功した場合でも、映像不備等でギネス記録が認可されない可能性があります。 
 
 
◆読上算競技 （決勝：勝ち残り、それ以外：正答数多いほうが勝ち） 
正答した中で最も難しい問題の正答証明書を授与する。 
 
◎予選  
録音された 20 問を YouTube上の動画を再生することで実施する。全て加算。 
 
◎決勝  
希望者は全員参加可。 
加減算から開始し、加算と加減算を交互に行う。 
ルールは勝ち残り方式とする。 
ただし、2 問を 1セットとし 1～2 問正答者は同様に勝ち残りとする。 
優勝と準優勝が決定した時点で終了し、他の等位は下記ルールに従って決定する。 
 
①決勝で勝ち残った順＞②予選 11～20 番の正答数が多い者＞ 
③予選 1～10 番の正答数が多い者＞④予選の最も難しい問題を正答した者、を勝ちと
する 
 
 
◆読上暗算競技  
（桁数の多い問題を正答した人が勝ち、決勝が発生した場合：勝ち残り） 
正答した中で最も難しい桁数の多い問題の正答証明書を授与する。 
 
◎予選・決勝  
全て加算。録音された 18 問を YouTube 上の動画を再生し、一括で実施する。 
優勝・準優勝に同点決勝が発生した場合は、勝ち残り方式（1問先取）で決し、 
他の等位は下記ルールに従って決定する。 

 
①決勝で最も桁数の多い問題を正答した者＞②決勝での正答数の多い者＞ 
③予選の正答数の多い者＞④予選の最も桁数の多い問題を正答した者、を勝ちとす
る。 
 
◆番外競技・あまりざん 
全て割り切れないわりざんの「あまり」のみを、記入する。制限時間 3分。 
中級・上級がペーパー競技と同程度の問題、超上級は各問題の答えの桁数が 2桁少ない問題を出題する。 
（超上級 1～20 番：「÷5桁=7 桁」⇛「÷5 桁=5桁あまり 5桁」）。 



 

 

＜数字の判定＞ 
・基本的なルールは、各検定試験の一般的なルールに準拠した上で、なるべく好意的に採点する 
 
・「二重書き」「次の数字に繋がっている数字※１」次の一画が繋がっている数字※２」 
「他の数字にも見えるもの」は全て誤答となる 

 
・見取算における、どの問題の答えを書いたか明確にわかる場合での、 
番号表記のない欄外への答えの記入を認める 

 
・各数字に距離がある場合でも横一列で記入してあれば一つの答えとして認める。 
例：「３,  2   5  ４」 

 
・「１」に関しては縦棒一本であること。「1」「1」は誤答となる。※３ 
 
・「4」に関しては上が繋がっていないものであること。「4」は誤答となる。 
 
・「７」に関しては、2画で記入すること。「７」は誤答となる。※４ 
 

 
 
＜進行予定表＞   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30 参加者接続開始/YouTubeLive開始
9:00 開会
9:10 ペーパー競技開始

9:40 読上暗算予選（全10問・動画）
読上暗算決勝（全8問・録音）

10:20 読上算予選（全20問・動画）
読上算決勝

11:20 フラッシュ暗算『ギネス記録に挑戦』
11:50 かけ・わり・見取決勝

あまりざん

12:30 種目別表彰式
～13:00 閉会

19:00 表彰式開始
19:20 終了

第3回全日本FaST進行予定表(9/20)

第3回全日本FaST表彰式(9/27)



 

 

＜表彰（賞品）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
賞品（賞状及び副賞）は後日発送します。 
ペーパー競技かけ算・わり算・見取り算の計算速度証明書、読上算・読上暗算・フラッシュ暗算の正答証明書
は、各選手の FaSTアカウントに PDF ファイルで配布します。 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
大会当日または FaST HPより朝日プリント社に賞状印刷を注文することができます。 
（印刷費・送料別途、後日発送） 
詳細は「そろばん FaST」HP-「参加/操作説明」-「賞状の発行方法」を参照してください。 

 
 
 
＜表彰式（ペーパー競技・団体総合競技）＞ 
 
表彰式日時：9 月 27 日（月） 19:00～19:20 ※自由参加 
 
・大会当日と同様、Zoom に接続してください。その際は自宅・教室、どちらから参加しても構いません 
・入賞者の参加/不参加に関わらず名前を読み上げていき、映像記録を残します。 
・成績上位者はインタビューを行う可能性があります。 
・表彰式の様子は後日、HP 等で公開されます。 

 
 
 
 
 
 

 

競技 入賞枠（最大） 賞品有無

ペーパー競技・総合ランキング 100位まで 表彰のみ
ペーパー競技・部門別ランキング 各部門30位まで 賞品あり
ペーパー競技・レベル別ランキング 各レベル10位まで 表彰のみ
団体総合競技 10位まで 賞品あり
かけ・わり・見取決勝 各種目3～10位まで 賞品あり
読上算競技 30位まで 賞品あり
読上暗算競技 30位まで 賞品あり
フラッシュ暗算競技 30位まで 賞品あり
あまり算 各レベル3位まで 表彰のみ
フラッシュ暗算/ギネス記録に挑戦 成功時のみ 賞品あり



 

 

＜問題集の販売＞ 
 
STORES.jp 内の FaST 実行委員会ページにて販売中です。 
（https://sorobanfast.stores.jp/）または下記 QR コードより 
 
各レベル 1セット（20回戦）：2,000円 

 
 
 
 
＜フラッシュ暗算について＞ 
 
フラッシュ暗算の練習ソフトは、フラッシュ暗算開発者制作の「宮本式フラッシュ暗算™」をご利用下さい。 
「宮本式フラッシュ暗算™」は暗算技術向上のための入念な作問研究・ソフト開発がされています。 

 

                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sorobanfast.stores.jp/


 

 

 

＜申込方法・申込期間＞ 

 
下記①～③：開始中～7月 18日（日）まで 
下記④～⑤：7月 1日（木）～7月 18日（日）まで 
 

① 出場団体と出場選手全員分の「FaST アカウント」の登録を行う(登録済の場合不要) 
解説リンク：https://www.soroban-fast.com/registration ※リンク先 a/b参照 
 
②「第３回全日本 FaST」への参加登録を行う 
⇒必ず出場者の[レベル]と[部門]を設定して下さい。7月 18日まで変更が可能です。 
解説リンク：https://www.soroban-fast.com/registration ※リンク先 c 参照 
部門・レベル設定画面：https://system.soroban-fast.com/tournaments/attendance/9 
 
③参加者名簿のダウンロード・作成を行う。 
名簿のダウンロード：https://www.soroban-fast.com/official 

 
④参加費を振込 
 
⑤主催者メール（sorobanfast@gmail.com）まで参加者名簿を提出。 

Zoom の入室 ID が通知されれば申込完了です。 
 

 

＜振込先＞郵便振替・ゆうちょ銀行宛振込 

郵便振替・ゆうちょ 記号：10170 番号：93415191  名義：FaST 実行委員会 
他行からの振込 店名：〇一八 店番：018 口座番号：普通 9341519  名義：FaST 実行委員会 
 

 
＜問い合わせ先＞sorobanfast@gmail.com （宮本丈裕・宮本恵理子まで） 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.soroban-fast.com/registration
https://www.soroban-fast.com/registration
https://system.soroban-fast.com/tournaments/attendance/9
https://www.soroban-fast.com/official
mailto:sorobanfast@gmail.com
mailto:sorobanfast@gmail.com


 

 

＜その他・確認事項＞ 
・不正行為、珠算界のイメージを損なう、教育上不適切な行為を行ったと運営側が判断した場合、失格としま
す。 

・当大会に参加された方の成績・競技の様子が FaST HP 上、または Youtube 上の主催者が運営するアカウン
ト、その他メディアで公開される場合があります。FaSTに申し込みをされた方はこの公開に同意したもの
とさせて頂きます。 

・大会進行に間に合わない場合、等外となります。 
・通信障害や災害等で大会進行が行えなかった場合、大会を延期・中止します。その際、返金が行えない可能
性があります。 

・教室責任者が、PC操作を苦手とする場合は「機材責任者」を登録してください。当日不都合時は、機材責
任者へ連絡・指示を行います。こちらは、教室運営関係者でなくても構いませんが、その際は教室責任者も
各会場で待機・監督をお願いします。 

 
 

別紙：大会要項②フラッシュ暗算競技、③事前準備＋当日確認事項もご確認ください。 
 
 




























