
ゆうちょ杯 第１７回ジュニア本因坊戦 神奈川大会 募集要項

平成２５年１２月１３日

１．趣 旨 ： ２１世紀を担う子どもたちに、東洋の伝統文化である囲碁を広く普及して、囲碁

人口の裾野を広げることにより、棋界益々の隆盛に資するために、今年度も本

大会を開催します。

２．主 催 ： 毎日新聞社、神奈川県こども囲碁普及会、神奈川県中学校囲碁連盟

３．後 援 ： 公益財団法人日本棋院、一般財団法人関西棋院

４．特別協賛： 株式会社ゆうちょ銀行

５．協 力 ： 日本郵便株式会社、神奈川県囲碁連盟、横浜本因坊手談、宇宙棋院、横浜囲碁セ

ンター、日の出棋院

６．開催日時、会場、参加資格

相 模 原 会 場 横 浜 会 場

開催日時

平成２６年２月２３日（日）

【代表戦】

受付 ９：１０

開始 ９：３０

【認定戦】

受付 ９：３０

開始 １０：００

平成２６年３月９日（日）

【認定戦】

受付 ９：３０

開始 １０：００

【入門教室】

受付 １２：３０

開始 １３：００

会 場

相模原市民会館

℡042-752-4710
〒252-0239

相模原市中央区中央3-13

神奈川県教育会館

℡045-241-3536
〒220-0053

横浜市西区藤棚2-197

※申込者が多数の場合は、会場が変更になる場合があります

変更の場合は、事前に連絡致します。

参

加

資

格

①中学生、小学生、未就学児

②小学生以下には付き添いが必要です。

代表戦

①三段以上

②代表に決まったら全国大会

に参加すること
行いません。

認定戦

①囲碁部所属の中学生

②個人参加の中学生

③小学生及び未就学園児

①個人参加の中学生

②小学生及び未就学園児

入門教室 行いません

①段級位戦に参加しない小中学生及

び未就学児

②保護者

③Ｄ級戦参加者で希望する人

※ 定員は６０名



７．大会内容

大会審判長：小島高穂九段 または 高木祥一九段

大会は次の３部門に分けて行います。

（１）代表戦部門

☆対戦形式は、初回のみくじ引きによるスイス式４回戦とします。

ただし、参加者多数の場合には５回戦を行うことがあります。

☆オール互先、先番６目半コミ出し、持ち時間３５分とし、時間切れは負けとします。

☆３位までを表彰します。

☆上位２名は、下記の全国大会に出場していただきます。

【日程】３月２６日（水）、２７日（木） 【会場】メルパルク東京

宿泊費は、本人のみ主催者側で負担します。

☆他地区との重複エントリーはできません。

（２）認定戦部門

下記の認定基準表に従い認定します。

①認定基準

クラス 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 申告段認定
認定せず 認定せず 認定せず

認定は、四段まで

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

初段認定は全勝者のみ

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
１３路盤使用

最初の６局までを対象として勝ち数だけ昇級（上限は１６級）

終局がわかる程度を２５級とする。（人数によりクラスを変更していただく場合があります）

②段位戦～Ｃ級戦

☆段級差がない場合は、互先は黒６目コミ出しとし、持碁白勝ちとします。

なお、Ｂ、Ｃ級戦では、コミは対局前に相手に渡してから開始します。

☆段級差がある場合は、１段級差１子の置き碁とし、持碁白勝ちとします。

③Ｄ級戦（１３路盤） 手合い割り表

級差 手合い割り 黒コミ出し

同級 互先にぎり ６目

１級差 定先 なし

２級差 ２子 ６目

３級差 ２子 なし

４級差 ３子 ６目

５級差 ３子 なし

６級差 ４子 ６目

７級差 ４子 なし

④賞

☆上記認定基準によって認定された認定状を授与します。

段位戦、Ａ～Ｃ級戦では全勝者には「全勝賞」を授与します。

Ｄ級戦では４勝以上の者に「優秀賞」を授与します。

【ルール補足】

○ 持碁（同数）は白勝ちとします。

○ 勝った者はただちに級位を上げ、

次の対局を行います。

○ 負けた者はそのままの級位で次の

対局を行います。

＊ 対局の始め方、ルール、数え方、

終わり方などわからない時は、手を挙

げて係の先生に聞いてください。



（３）入門教室

次の内容を行い囲碁の基本を理解していただきます。

・囲碁ルールの説明

・お遊び感覚でルールを覚える

・９路盤で対局を体験する

参加者には、参加賞と記念品を差し上げます。

８．時程（目安）

代表戦 認定戦 入門教室

９：１０ 受付開始

９：３０ 開会式

９：４０ 対局開始

１６：００ 終了予定

９：３０ 受付開始

１０：００ 開会式

１０：３０ 対局開始

１６：００ 終了予定

１２：３０ 受付開始

１３：００ 講座開始

１４：３０ 終了予定

昼食時間と終了時間はクラス毎に異なりますので、クラス担当スタッフの指示に従って下さい。

Ｄ級戦は１２時半頃終了予定です。その後、入門教室に参加頂けます。

９．参加費

☆１人１０００円。（当日お支払いください。ただし、入門教室は無料。）

☆全員に参加賞があります。（入門教室参加者も）

１０．申し込み方法

個人団体共に受付期限は次の通りです。

往復はがき及びＦＡＸ ：２月 ７日（金）消印有効。

インターネット ：２月１０日（月）

※当日の参加申し込みはできません。

※認定戦の囲碁部所属の中学生は、相模原会場として下さい。

（１）個人申し込み

インターネット(下記サイトから申込み下さい)
アクセス： 神奈川県こども囲碁普及会ホームページ

http://www.geocities.jp/gofq_kngw/
または 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
注：申し込みを受理しますと、「受け付け確認」の返信メールが送られます。

念のためメール内容を印刷して当日ご持参下さい。

往復はがき

宛先：〒２３１－００６４ 横浜市中区野毛町２－７７－１－４１０

日の出棋院 柳下 祥一

申込記入必要事項

①氏名 ②ふりがな ③性別 ④電話番号 ⑤学校名 ⑥学年

⑦参加部門（相模原代表戦、相模原認定戦、横浜認定戦、入門教室）

⑧申告段級位

注：返信用はがきには宛先を必ず書いて下さい。

申し込みはがきを受理しましたら、返信はがきをお送りします。

当日は、そのはがきをご持参下さい。



（２）学校関係の団体申し込み

学校関係団体も、できるだけ上記インターネットから申し込んで下さい。

ＦＡＸの場合は下記の内容で表形式で記載して下さい。

ＦＡＸ宛先 ０４４－９４６－０８５１

川崎市立中野島中学校 仲野 隆一

申込書記入必要事項

学校名、電話番号、FAX番号、責任者、引率者氏名
①氏名 ②ふりがな ③性別 ④学年

⑤参加部門（相模原代表戦、相模原認定戦、横浜認定戦、入門教室）

⑥申告段級位

※ふりがなも忘れずに記入下さい。

（３）個人情報の取り扱いについて

申込時に得られた情報は、本大会の運営及びこどもが参加できる囲碁大会の案内で利用

させていただきます。

また、本大会の運営の一環として、入賞者、全勝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。もし、不都合のある場合には下記問い合わせ先にご連絡ください。

・中学校囲碁連盟、こども囲碁普及会のホームページ

・新聞及び雑誌等の囲碁関係コーナー

１１．当日の持ち物

①弁当、水筒、②手さげかばん、③筆記用具、④参加費

※ゴミの持ち帰りにご協力ください。

１２．欠席連絡

出席できなくなった際は、前日までに下記問い合わせ先に電話を下さい。

☆問合せ先 大澤 英男 携帯電話 ０９０－９２４９－２５８９


