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２０１７ 神奈川県中学校囲碁段級位認定大会募集要項

１．主催 神奈川県中学校囲碁連盟

２．期日 平成２９年１１月３日（金・祝）

３．会場 神奈川県教育会館
〒220-0053 横浜市西区藤棚町２－１９７

電話 ０４５－２４１－３５３６
＜交通機関＞ 相鉄線西横浜駅下車徒歩１５分

京浜急行線日の出駅下車１５分 など

４．時程 （９：００ 会場設営） ９：１０から 受付開始
（９：３０ 顧問・スタッフ打ち合わせ）
１０：００ 開会式
１０：２０ 対局開始
１１：２０ 2局目開始
１２：２０ 昼食
１３：００ 3局目開始
１４：００ 4局目開始
１５：００ 対局終了
１５：１０ 閉会式（クラスごとに行います）
※ 上記の時程は、あくまでも目安です。各クラスの先生の指示に従ってください。
Ｄ級戦は、昼食をとらずに行い、閉会式は１２：３０の予定です。

※ 役員の先生方、部員は、８：５０までに集合してください。また、役員以外の顧問
の先生方も９：３０より打ち合わせがあるので間に合うようにお出でください。

５．参加定員 ２００名

６．参加資格 県内に在住または在学している中学生（小学生は参加できません）。

７．参加費 １人 ５００円（当日会場で徴収いたします。）

８．持ち物 弁当、水筒、大会参加費（５００円）、筆記用具、認定状入れ（手さげカバン）等

９．大会内容
今大会はすべて認定戦で、段位戦・Ａ級戦（１～５級）・Ｂ級戦（６～１０級）・
Ｃ級戦（１１～１８級）・Ｄ級戦（１９～２５級）の５クラスとする。

① 認定の基準
４勝０敗 ３勝１敗 ２勝２敗 １勝３敗 ０勝４敗

段位戦（有段者） １段昇段 申告級認定 認定せず 認定せず 認定せず
Ａ級戦（１～５級） １級昇級 １級昇級 申告級認定 認定せず 認定せず
Ｂ級戦（６～10級） ２級昇級 １級昇級 申告級認定 申告級認定 認定せず
Ｃ級戦（11～18級) ３級昇級 ２級昇級 １級昇級 申告級認定 申告級認定
Ｄ級戦(19～25級) ６局打ち、１勝ごとに１級昇級
※段位戦では、認定の最高を四段とします。
※Ａ級戦では、初段の認定は全勝者（４勝０敗）の者だけとします。
※Ｄ級戦では、全敗の者は申告級認定とします。また、Ｄ級戦の昇級の上限は１６級ま
でとします。なお、終局のわかる程度を２５級とします。

※対戦は、持ち時間３０分を目安に行う。遅いところは時計を使用することがあります。



② 段位戦、Ａ・Ｂ・Ｃ級戦はハンデ戦とします。原則として、１段１級差を１子とします。
コミは６目、持碁白勝ちとします。

③ Ｄ級戦は１３路盤を使用し、右手合割り表により 手合割り 黒のコミ出し
特別なルールで行います。 同級 互先ニギリ ６目

※ 対戦後は、勝った人の級を直ちに上げ、次の対戦 １級差 定先 なし
を行います。負けた人は同じ級で次の対戦を行い ２級差 ２子 ６目
ます。 ３級差 ２子 なし

※ コミは対戦前に出しておきます。 ４級差 ３子 ６目
※ 始め方、ルール、数え方等わからないことは、手 ５級差 ３子 なし
をあげて係の先生に遠慮なく聞いて下さい。 ６級差 ４子 ６目

※ 持碁は白勝ち。 ７級差 ４子 なし

１０．参加申し込み方法および締め切り日
（１）個人申し込み 往復はがきとします。

（２）学校単位の申込み 指定申込用紙で、FAX、メールでのデータ転送、封書での郵送とします。

（３）申し込み先

大会事務局 〒２５４-００１４ 神奈川県平塚市四之宮１-１０-１
平塚市立神明中学校 安藤 楠々子

TEL ０４６３-２３-６２１５
FAX ０４６３-２３-７２０３
メール andou.nanako@ma.hiratsuka-kng.ed.jp

（４）申し込み締め切り日 平成２９年 １０月 ６日（金）必着
○ 往復はがきの返信が １０月２０日（金）までに届かない場合は、必ず大会事務局まで
お申し出下さい。

＊返信：オモテ ＊往信：ウラ ＊往信：オモテ ＊返信：ウラ

〒○○○-○○○○ 〒254-0014
①参加者氏名・

・自宅住所 （ふりがな） 神奈川県平塚市 ☆この面は何も
②性別 四之宮1-10-1 記入しないで
③棋力（段、級） 下さい！

・参加者氏名 ④郵便番号・住所 平塚市立神明中学校

⑤電話番号
⑥中学校名・学年 安藤 楠々子 行

１１．その他
○ 全勝の生徒名および学校名を神奈川県中学校囲碁連盟ホームページ等に掲載することがあり

ます。都合がある場合は、大会事務局へ申し出て下さい。

神奈川県中学校囲碁連盟ホームページ
http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/index.html

○大会についての全般的な疑問点や問い合わせは下記までお願いします。

問い合わせ先 安藤 楠々子（平塚市立神明中学校）℡０４６３-２３-６２１５



２０１７（H2９）神奈川県中学校囲碁段級位認定大会 参加申込書

平塚市立神明中学校 安藤 楠々子 行 ＦＡＸ ０４６３-２３-７２０３

平成２９年 月 日

中学校名 中学校

学校長氏名（公印） 印

電話番号

FAX番号

部活動顧問名（参加申込者）

大会引率者（含 スタッフ）

■大会参加者名簿
No 氏 名 フリガナ 性 別 学 年 棋力（申告段級）

１ 男・女 年 段 級

２ 男・女 年 段 級

３ 男・女 年 段 級

４ 男・女 年 段 級

５ 男・女 年 段 級

６ 男・女 年 段 級

７ 男・女 年 段 級

８ 男・女 年 段 級

９ 男・女 年 段 級



■参加者が多い場合には、この用紙をコピーして使ってください。

＊往復はがき＜往信：ウラ＞に貼ってください。 個人申込は、往復はがきのみです。

２０１７（H2９） 左の用紙に必要事項を記入の上、切り取って、

往復はがき＜往信：ウラ＞に貼っていただくか、

はがきに直接必要事項をご記入ください。

＜記入上の注意＞ １０月６日（金）必着

※参加者の多少によりクラスの級位を変えることがあり

ます。あらかじめご了承下さい。

※段位戦では、認定の上限は四段です。

「②参加者氏名」の漢字は認定状に印刷されますので、

正確にていねいに記入してください。

「③棋力」は段と級をまちがえないように。

＊往復はがき＜往信：ウラ＞に貼ってください。

２０１７（H2９）神奈川県中学校囲碁段級位認定大会 申込

↓宛名ラベルです。切り取ってご使用ください。

〒２５４－００１４
神奈川県平塚市四之宮１－１０－１

平塚市立神明中学校

安藤 楠々子

〒２５４－００１４
神奈川県平塚市四之宮１－１０－１

平塚市立神明中学校

安藤 楠々子


