
2022年４月１日  
神奈川県内 中学校長様 
囲碁部・囲碁クラブ顧問・囲碁教室関係者様 
囲碁をする中学生とその保護者様 

神奈川県中学校囲碁連盟  
会 長   山我 智康  
（横浜市立中山中学校長） 

 

第43回 文部科学大臣杯少年少女囲碁大会  
兼 第27回 神奈川県中学生囲碁段級位認定大会＜級位戦＞ 

募集要項 
 

目的 ＜段級位認定大会＞囲碁段級位の認定を行う（申告１級～25級） 

主催 神奈川県中学校囲碁連盟 http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/ 

後援 日本棋院https://www.nihonkiin.or.jp/、神奈川県教育会館 

日時  2022年 5月29日（日） 9:30集合 13時ごろ終了予定 

会場 神奈川県教育会館 ４階および３階 〒220-0053 横浜市西区藤棚町２-197 

＜電車＞相鉄線「西横浜」駅、または、京浜急行線「戸部」駅より徒歩15分。横浜市営地下

鉄「高島町」駅より徒歩25分。 ＜バス＞バス停「水道道」より徒歩15分  

参加費 一人５００円（当日受付で参加者各自が支払うこと） 

持ち物 筆記用具、昼食、飲み物、カバン、マスク、ハンカチ、手指消毒用アルコール 

参加定員 約１００名（密を避けるために定員を通常の半分程度としています） 

参加資格 ＜段級位認定大会の参加資格＞ １級～25級で棋力の申告をする中学生。 

＊25級とは13路盤で終局まで打ち、整地ができることが条件です。囲碁を始めたばかりの１

年生は、整地ができるように、たくさん練習してきてください。 

申込方法 

 

① 神奈川県中学校囲碁連盟ホームページ（右のQRコード）の  

左側の青いメニュー「大会申込」にすすみ、必要事項（名前・学校 

・学年・申告棋力・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・電話番号）を入力してください。 

② 囲碁部等の団体は、複数の人数をまとめて申し込みできます。 

神奈川県中学校囲碁連盟HPからエクセル形式の申込用紙を 

ダウンロードし、必要事項を入力して、大会事務局までEメール添付でお送りください。 

大会事務局 

申込み先 

問合せ先 

県中学校囲碁連盟事務局 三浦弘生
ひろお

（桐蔭学園囲碁部顧問） 
【TEL】桐蔭学園 ０４５-９７１-１４１３  【FAX】 ０４５--９７２－７６１９ 

【Eメール】 hmiura@toin.ac.jp 

申込期間 2022年 4月25日（月）～5月13日（金） 

参加者への

お願い 

・対局中のスマートフォンやタブレット端末等の使用は禁止とします。 

・ゴミはすべて持ち帰りです。 

＊感染症対策については、最後のページをご確認ください。 

http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/index.html
https://www.nihonkiin.or.jp/
mailto:himiura@toin.ac.jp


大会内容 

【認定大会】 

1級～18級 

① 19路盤で計４回戦を行い、勝敗により段級位を認定します。 

② ハンデ戦（１段級位差１子の置き碁）。同級同士は互先（黒6目コミ出し）。コミ出しは

対局開始前に行ってください。持碁黒勝ち。 

③ 対局時計を使用します。持ち時間15分（切れ負け）。 

大会内容 

【認定大会】 

19～25級 

① 13路盤で計4～6回戦を行い、勝敗により段級位を認定します。 

② 13路盤独自のハンデ戦で行う。持碁黒勝ち。コミ出しは対局開始前に行ってください。 

③ 勝った人は直ちに１級昇級し、負けた人は同じ級で、次の対戦を行います。 

④ 進行の遅い対局はスタッフの判断で勝敗（引き分け含む）を判定することがあります。 

個人情報の取

扱いについて 

申込時に得られた情報は、本大会の運営で利用させていただきます。 

また、成績優秀者の氏名を以下のメディア等に公開することがあります。 

・神奈川県中学校囲碁連盟のホームページ ・新聞及び雑誌等の囲碁関係コーナー 

引率の 

先生方へ 

・当日は中学校の引率の先生方に大会運営の簡単なお手伝いをしていただきます。顧問（ス

タッフ）会議に必ずご参加下さい。スタッフの皆様にはお弁当を用意しています。 

・各校で日々行っている健康調査をもとに参加生徒の体調を把握し、体調不良者が参加しな

いようにご指導ください。 

・感染防止のため、会場で生徒が昼食を取る際に、しゃべらないようにご指導ください。 

時 程 

（予定） 

＜会場設営＞ 9:00～（役員の学校、早く着いた学校で会場設営。入口は9：00開錠） 

＜全員集合＞ 9:30 厳守 

＜選手受付＞ 9:30～9:40（選手各自で受付へ。３階、４階にて） 

＜開会式＞  9:45（各部屋ごと）＊この間にスタッフは１局目の組合せを作る  

＜１局目10:00～／２局目10:35～／３局目11:10～／４局目11:45～＞ 

＜顧問(スタッフ)会議＞ 10:05～10:30（3階本部にて） 

＜盤石・シールドの片付け、その後、昼食＞12:15～12：45 

＜閉会式＞12：50～13：00 認定状を授与。閉会式終了後に解散。 

＜机・イス等の片付け＞解散後に、役員の学校で机・イス等の片付け。 

＊14:00までに完全撤退。 

＜段級位認定基準＞ 
 ４勝０敗 ３勝１敗 ２勝２敗 １勝３敗 ０勝４敗  

段位戦(初段～三段) １段昇段 申告級認定 認定せず 認定せず 認定せず 認定上限は四段 

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 初段認定は4勝0敗のみ 

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 ／ 全敗でも申告級認定 

＊終局が分かる程度を25級とする 

D級戦における 

昇級上限は16級 

 

＜13路盤（D級戦）の手合い割り（ハンデ）表＞ 
 同級 １級差 ２級差 ３級差 ４級差 ５級差 ６級差 ７級差 
手合い割り 互先ニギリ １子 ２子 ２子 ３子 ３子 ４子 ４子 
黒からコミ出し ６目 なし ６目 なし ６目 なし ６目 なし 

 



2022年４月１日  
神奈川県内 中学校長様 
囲碁部・囲碁クラブ顧問・囲碁教室関係者様 
囲碁をする中学生とその保護者様 

神奈川県中学校囲碁連盟  
会 長   山我 智康  
（横浜市立中山中学校長） 

 
 

第43回 文部科学大臣杯少年少女囲碁大会 神奈川県代表決定戦
  

第27回 神奈川県中学生囲碁段級位認定大会＜段位戦＞ 募集要項 
 
目的 ＜県代表決定戦＞文部科学大臣杯少年少女囲碁大会の中学生県代表を決定する  

＜段位認定大会＞囲碁段位の認定を行う（申告初段～三段） 

主催 神奈川県中学校囲碁連盟 http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/ 

後援 日本棋院https://www.nihonkiin.or.jp/、神奈川県教育会館 

日時  2022年 ５月15日（日） 8:30集合 13時半ごろ終了予定 

会場 囲碁サロン宇宙棋院 ＜交通機関＞横浜駅西口徒歩1分 エキニア横浜8F 

神奈川県横浜市西区北幸1丁目1－8 エキニア横浜 8F 

参加資格 ＜県代表決定戦＞ 

・県内に在住・在学している四段以上の実力を有する中学生（棋力は自己申告で可）。 

・代表になったら、全国大会(東京8/19,20予定)に必ず参加すること。＊辞退はできません。 

・他の都道府県予選との重複申込みは固く禁じます。＊判明した時点で失格とします。 

＜段位認定大会＞ 

三段～初段で棋力の申告をする中学生。 

参加費 一人 1,000円（当日受付で参加者各自が支払うこと。） 

持ち物 筆記用具、軽食、飲み物、カバン、マスク、ハンカチ、手指消毒用アルコール 

大会事務局 

申込み先 

問合せ先 

県中学校囲碁連盟事務局 三浦弘生（桐蔭学園囲碁部顧問） 
【TEL】桐蔭学園 ０４５-９７１-１４１３  【FAX】 ０４５--９７２－７６１９ 
【Eメール】 hmiura@toin.ac.jp 

申込方法 神奈川県中学校囲碁連盟ホームページ（右のQRコード）の  

左側の青いメニュー「大会申込」にすすみ、必要事項（名前・学校・学年 

・申告棋力・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・電話番号・緊急連絡先）を入力してください。 

申込期間 2022年 ４月11日（月）～４月30日（土） 

http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/index.html
https://www.nihonkiin.or.jp/
mailto:himiura@toin.ac.jp


大 会 内 容

【県代表 

 決定戦】 

① すべて互先（コミ6目半）です。 

② 対局時計を使用します。（持ち時間25分、切れたら１手10秒の秒読み。） 

③ 対戦組合せおよび順位は、本連盟による簡易スイス方式（くじ引き含む）で決定します。 

④ 参加者が８名以内のときは計３回戦、９名以上のときは計４回戦を行う予定です。 

＊全国大会には、中学生の部３名が出場できる予定です。 

大会内容 

【認定大会】 

三段～初段 

① 19路盤で計４回戦を行い、勝敗により段級位を認定する。 

② 同段位は互先（コミ6目半）です。 

③ 段級差がある場合は、１段位差１子の置き碁（持碁黒勝ち）となります。 

④ 対局時計を使用します。（持ち時間25分、切れたら一手10秒の秒読み。） 

時 程 

（予定） 

＜選手集合＞ 8:30（＊会場が開くのは8：10の予定） 

＜受付＞ 8:20～8:40 ＜開会式＞ 8:45  

＜選手権１局目9:00～/２局目10:00～/３局目11:00～/４局目または指導碁12:00～＞ 

＜段位戦１局目9:00～/２局目10:00～/３局目(指導碁あり)11:00～/４局目12:00～＞ 

＊空いた時間で各自軽食をとってください。 

＜閉会式＞13:00～13:15 賞状・認定状を授与。 

＜全国大会出場者打ち合せ＞全国大会出場決定者は閉会式後に記念撮影と書類記入。 

顧問の 

先生方へ 

・5/15開催の当大会は、先生方に運営のお手伝いをお願いすることはございません。それに

伴いまして、保護者の引率や、生徒の個人参加でもかまいませんが、必ず顧問の先生が管理

職と保護者に相談をし、事前に了承を得てください。 

・各校で日々行っている健康調査をもとに参加生徒の体調を把握し、体調不良者が参加しな

いようにご指導ください。 

表彰 ・優勝～第５位に賞状、全国大会出場者に証、優勝者にはさらに允許状を授与します。 

・段位認定者には認定状を授与します。 

個人情報の

取扱いにつ

いて 

申込時に得られた情報は、本大会の運営で利用させていただきます。 

また、成績優秀者の氏名を以下のメディア等に公開することがあります。 

・神奈川県中学校囲碁連盟のホームページ ・新聞及び雑誌等の囲碁関係コーナー 

参加者への

お願い 

・記念写真撮影もありますので、県代表としてふさわしい服装（標準服・制服、襟付きシャ

ツ等）で参加してください。 

・対局中のスマートフォンやタブレット端末等の使用は禁止とします。 

＊感染症対策については、最後のページをご確認ください。 

 

 

＜段級位認定基準＞ 
 ４勝０敗 ３勝１敗 ２勝２敗 １勝３敗 ０勝４敗  

段位戦(初段～三段) １段昇段 申告級認定 認定せず 認定せず 認定せず 認定上限は四段 

 

 



感染症対策について 参加者の皆様へのお願い 

 

今大会では、新型コロナウイルス感染防止のため、下記の対策を実施致します。 

対局者及び保護者・引率者は、趣旨をご理解していただき、安全な大会運営にご協力ください。 

 

 

① 次の事項に該当する場合は、参加を辞退してください。 

・体調がよくない場合（発熱・せき・のどの痛み等）。 

・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる場合。 

・新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となっている場合。 

・通っている学校や塾等でクラスター（集団感染）が発生している場合。 

 

② 下記感染予防対策の実施をお願いします。 

・マスクを持参、着用してください。マスクを着用しない方は参加できません。 

・手指消毒用のアルコールを持参してください。 

・会場入室前、対局の前後に、必ず手指の洗浄もしくはアルコール消毒をしてください。 

・マスクを外して会話をしないでください。マスクをしていても大きな声では会話をしないでください。 

・対局の前後は、他の参加者との距離（最低でも1ｍ）をとり、静かに待っていてください。 

・換気のために窓を開ける場合がありますので、温度調整のできる服装を用意してください。 

・昼食をとる際は、他の参加者と距離をとり、極力会話を控えてください。 

 

④会場に来てから 

・入室時に検温をします。熱のある方は参加できません。 

・対局開始後に体調不良となった場合は、速やかに帰宅していただきます。 

 

⑤ 大会終了後 

・大会終了後5日以内にコロナウイルスに感染した場合、大会事務局までご連絡をお願い致します。 

 

 

神奈川県中学校囲碁連盟 事務局 

 


