
２０２０年９月７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
囲碁をする小中学生とその保護者の皆様

神奈川県中学校囲碁連盟
会 長 山我 智康
（横浜市立富岡中学校長）

２０２０神奈川県小中学生囲碁段級位認定ネット大会
募集要項

目的 ＜段級位認定大会＞ 囲碁段級位の認定（初段～25級）を行う。

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

協力 株式会社パンダネット https://www.pandanet.co.jp/

後援 神奈川県教育会館

日時 ２０２０年１０月３１日（土） 13:30 開始 16:30 終了予定
会場 パンダネット対局ルーム「神奈川県中学校囲碁連盟」＊インターネット上での開催

参加定員 １２０名（中学生を優先。小学生は残りの参加定員枠内で申込Step２の先着順）

参加資格 ① 囲碁1級～25級の実力（25級とは13路盤で終局まで打てる力）を有すること。

＊[段位者]および[終局(ダメつめや死石)が分からない初心者]は参加できません。

② 神奈川県内の小学生・中学生（在住もしくは通学）であること。

参加費 無料

参加条件 ①パンダネットの学生会員に登録できること。もしくはすでに会員であること。

②事前にパンダネットの対局ソフトを、使用するパソコン・タブレット・スマー

トフォン等の端末にインストールし、練習対局ができること。

申込Step１

パンダネット

学生会員登録

9/11(金)
受付開始予定

～

9/25(金)
申込締切

①次の本大会用の登録フォームからパンダネット学生会員に登録してください。

＊囲碁部所属の生徒は必ず裏面の「ユーザーIDのつけ方」に従い、最後の通し番

号２ケタは顧問の先生と確認してください。

＊個人参加の児童・生徒は自由にユーザーIDを考えてください。

＊すでにパンダネット会員IDを持っている場合は、登録の必要はありません。

登録ﾌｫｰﾑ https://sec.pandanet.co.jp/asp/community/kngjhs/register.htm

＊申込に際し、入学年度(西暦)、卒業予定年度(西暦)、氏名、ふりがな、性別、

生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、棋力、保証人氏名、保証人生年月

日、保証人連絡先、保証人メールアドレスの入力が必要となります。

＊自分のメールアドレスがない場合は、保証人のものを入力してください。

＊保証人は、保護者または囲碁部/囲碁クラブ等の顧問（代表者）となります。

＊パンダネット会員規約は、パンダネットのホームページでご確認ください。

申込Step２

大会申込

9/12開始予定

10/17(土)
申込締切

①申込Step１完了のち、約1週間後に届くパンダネット会員証に記載のユーザーIDを確認。

②神奈川県中学校囲碁連盟ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/

から、「大会申込フォーム」（9/12(土)開設予定）にすすみ、必要事項（氏名・学校

名・学年・ユーザーID・棋力・連絡先TEL・メールアドレス）を入力してください。

問合せ先

大会事務局

横浜市立秋葉中学校 囲碁部顧問 笠井清隆（神奈川県中学校囲碁連盟 事務局）

【TEL】045-811-6773 【FAX】045-813-9438

【Eメール】kanagawajhsigo@gmail.com ＊問合せはなるべくメールでお願いします。

http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/
https://www.pandanet.co.jp/
https://sec.pandanet.co.jp/asp/community/kngjhs/register.htm
http://www.ne.jp/asahi/kanagawa.jhs/go.league/
mailto:kanagawajhsigo@gmail.com


個人情報の

取扱いにつ

いて

大会運営のため、対局組合せ発表時に、個人名およびパンダネットIDをインターネット上に掲載いたします。

また、大会の成績優秀者の氏名、学校名、写真、インタビュー等を神奈川県中学校囲碁連盟ホームページや囲

碁関係の新聞雑誌テレビ等に掲載することがあります。不都合があれば、大会事務局までご連絡ください。

なお、パンダネットにおける個人情報の取り扱いについては、パンダネットのホームページでご確認ください。

囲碁部・囲

碁クラブ

の顧問の

先生方へ

①マナーの良い対局や不正行為の防止のため、大会当日は、できる限り各小学校・中学校等に

集合して、顧問の先生の指導の下での大会参加をお願いいたします。

②なお、その際、学校のネット環境下のPCやタブレット端末を使用するか、それとも生徒が各

自のスマートフォンやネット接続できる端末を持ち込むかは、各校の状況でご判断ください。

③生徒が自宅から大会参加する場合は、募集要項を参加生徒に配布し、事前指導をお願いいた

します。特に、無断欠席や大会途中での参加放棄は絶対にないようにお願いいたします。

④大会終了後に、認定状を各校に郵送いたしますので、生徒への配布をお願いいたします。

時程

（予定）

1～15級の予

定です。BCク

ラスは終わっ

た人からどん

どん次の対局

をします

13:30 選手は全員パンダネット対局ルーム「神奈川県中学校囲碁連盟」に入る

同時に、神奈川県中学校囲碁連盟ホームページから大会運営掲示板を見て待機

13:40 大会運営掲示板へ対局組合せ（１局目）を発表

各自で1局目の対局申込・対局・掲示板への結果報告（２局目以降も同じ）

14:20 対局組合せ（２局目）を発表 15:00 対局組合せ（３局目）を発表

15:40 対局組合せ（４局目）を発表 16:30 全対局終了 閉会宣言 ログアウト

＊この度が初めてのネットによる大会開催となるため、参加者や運営側の不慣れな点により、

若干の遅れが生じる場合がございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

大会規定

申告1-15級

□19路盤

①大会運営者が対局組合せを行う。1局目のみ同校同士の対局回避を行う。以降は、なるべ

く勝敗結果が同じで、級位が近いもの同士から組み合わせる予定。

②対局条件：互先は黒からコミ出し６目半。級位差がある場合のハンデは下の表参照。

19路盤で対局。持ち時間は15分、切れ負け。＊対局条件は自動で設定されています。

③対局結果の報告を忘れた場合は、両者負けとする。

＜1～15級（19路盤）のハンデ（手合い割り）表＞ ＊パンダネット一般対局ルームと同じ手合割り

同級 １級差 ２級差 ３級差 ４級差 ・・・
手合割り 互先ニギリ 置石なし ２子 ３子 ４子 ・・・
コミ出し 黒６目半 白５目半 白５目半 白５目半 白５目半 ・・・

＜1～15級の認定基準＞
全４局 ４勝 ３勝 ２勝 １勝 ０勝

申告級：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

申告級：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

申告級：11～15級 ３級昇級 ２級昇級 １級昇級 申告級認定 申告級認定

大会規定

BCクラス

(16～25級)

□13路盤

①大会運営者が対局組合せを行う。終わった人から順に次の対局を組み、4～8局行う予定。

＊同じ相手と2回対戦することはありません。組合せ間違いは連絡してください。

②対局条件：すべて互先、黒からコミ出し６目半。13路盤で対局。持時間10分、切れ負け。

＊対局条件は自動で設定されています。

＊両者パスすると終局となります。その後のダメと死石の指定を確実に行ってください。

③対局結果の報告を忘れた場合は、両者負けとする

＜BCクラス（13路盤）の認定基準＞ 21級以上は4回以上対局を終えた結果で認定

認定
基準

６勝

以上
５勝 ４勝 ３勝 ２勝 １勝 ０勝

３回対局

を終えた

２回対局

を終えた

１回対局

を終えた

認定 15級 16級 17級 18級 19級 20級 21級 22級 23級 24級



②メニュー

「対局する」

→「対局を申し込

む」

大会運営掲示板で

発表された対局組合

せを見て、

対局相手のユーザー

IDを選ぶ

参加する

児童生徒

の皆さん

へ

①事前にパンダネットで対局し、対局ソフトの使い方に慣れておいてください。対局ルームの「神

奈川県中学校囲碁連盟」および「ロボットと練習対局」で練習できます。＊なお、「一般対局」ル

ームで数多く対局すると、パンダネットの通常のルールに基づき段級位が昇降するので、ご注意ください。

②参加者を、級位によって、いくつかのクラスに分けることがあります。クラス分けは、大会前

日までに、神奈川県中学校囲碁連盟ホームページで発表するので、見ておいてください。

③大会を欠席する場合は、当日午前中までに必ずメールで連絡をください。

④大会当日、対局組み合わせは、１回戦ごと、クラスごとに掲示板に発表します。掲示板は「神

奈川県中学校囲碁連盟ホームページ」にリンクがはられています。

⑤対局終了後すぐに、勝った選手が、クラスごとの掲示板に勝敗報告の投稿をしてください。

⑥大会終了後、認定状が学校宛に郵送、もしくは個人宛にEメール添付で送付されます。

＊「わざと」か「終局がわからないで」かを問わず、無意味な着手を続けて相手を時間切れ

負けに追い込んだ場合は、運営スタッフの判定で勝敗をくつがえすことがあります。

⑦大会中は、パンダネットにログインしたままでいてください。なお、対局中に接続が切れ５分

経過した場合、１対局中に３回接続が切れた場合、負けとなります。

⑧大会の無断欠席や途中棄権は大変迷惑ですので、絶対にしないでください。

⑨ネット上の対局となりますが、マナー・ルールを守った対局をお願いします。特に、対局相手

を不快にさせるようなコメントの入力はやめましょう。悪質な場合は、以後大会を参加禁止とし

ます。

⑩AIソフトの利用などの不正行為は固く禁じます。

＜パンダネットでの対局申込の仕方＞

①対局ルームを「神奈川県中学校囲碁連盟」に変更

パソコンの場合 スマホの場合

＜対局結果の掲示板への投稿の仕方＞

ル

ー

ム

を

選

択

対局ルームをタップして変更

①最初のみ投

稿者名を入力

②削除用ﾊﾟｽﾜｰ

ﾄﾞは入力しない

③本文に対局結果

を○×で報告

④「送信」を押す

⑤確認画面で

もう一度

「送信」を押す



＜パンダネット ユーザーIDのつけ方＞

注1：すでに個人的にパンダネットIDを取得済みの場合は、新たにパンダネット学生会員に登録
しないでください。取得済みのIDを用意して、「申込Step２」に進んでください。

注2：囲碁部員ではない、個人参加する小学生・中学生は、このルールに従うと最後の通し番号
が別の人と重複するおそれがあるので、自由にユーザーIDを考えてStep１のパンダネット学生
会員の登録をしてください。ユーザーIDは最大10文字です。

★次のルールにしたがって、英数字１０文字を使用してください。

（例）秋葉中学校2019年度4月入学の囲碁部員が7名いたとしたら、
その部員のIDは「akibaJ1901」～「akibaJ1907」の連番となります

①学校名 ②学校種別 ③入学年度 ④個人番号

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ小文字 5 文字 ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ大文字 1文字 数字２ケタ 数字２ケタ

幼稚園保育園： 「K」 （西暦下 2ｹﾀ） 同じ入学年度内で

例）秋葉なら 小学校： 「E」 例）2019年 4月 通し番号

「akiba」 中学校： 「J」 に入学なら 「01」～最大「99」

高校生： 「H」 「19」 ＊必ず 2ｹﾀ「01」～「09」

学校名の例
①学校名 5文字

＋②学校種別
学校名

①学校名 5文字

＋②学校種別

横浜市立秋葉中学校 akibaJ 相模原市立上溝中学校 kammzJ

横浜市立大綱中学校 otunaJ 相模原市立新町中学校 sinchJ

横浜市立港南中学校 konanJ 相模原市立東林中学校 torinJ

横浜市立西本郷中学校 nisihJ 大和市立大和中学校 yamatJ

横浜市立深谷中学校 fukayJ 神奈川県立平塚中等教育学校 hiratJ

横浜市立南中学校 minamJ 平塚市立神明中学校 sinmeJ

横浜市立領家中学校 ryoukJ 平塚市立浜岳中学校 hamtkJ

横浜市立港南台第一中学校 kndd1J 藤沢市立鵠沼中学校 kugenJ

横浜市立山内中学校 yamauJ 浅野中学校 asanoJ

川崎市立川中島中学校 kawanJ 栄光学園中学校 eikogJ

川崎市立橘中学校 tatibJ 逗子開成中学校 zsikaJ

川崎市立中野島中学校 naknsJ 聖光学院中学校 seikoJ

川崎市立東橘中学校 higtaJ 桐蔭学園中学校 toingJ

川崎市立富士見中学校 fujimJ 森村学園中等部 morimJ

川崎市立枡形中学校 masktJ

川崎市立向丘中学校 mukaiJ


