
 

参考：同じ成績での順位差は、対局勝数及び得点による。 

会報 第３２号 平成３０年２月１０日 
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栄区囲碁普及会・栄区囲碁連盟・日本棋院横浜栄支部・楽碁会 

2018年(平成 30年) No.１ 

区内各所で活動している囲碁クラブ・碁会所に、

囲碁普及会の教室及び楽碁会からの参加チームも

増え「第 11回栄区地域交流囲碁大会」は、1月 21

日開催され、会場“あーすぷらざ”は熱気に包まれ

ながら、しかも新春の華やかさを漂わせた。 

 

 

 

 

 

 

個人全勝者： 

＜Ａ＞千葉英樹七段、片山卓六段、軽部敏明三段、富田正伸二段  

＜Ｂ＞松村福男五段、安積隆司五段、木村弘利三段、香西克彦二段、 

小田武史二段、安田隆初段、鈴木敏夫初段 

 

 

 

幕開けは、小山内い

づ美栄区長と三間修

司囲碁連盟会長の和

やかな挨拶から・・・。 

【Ａブロック】 成績 入賞 

本郷台 囲碁クラブ Ｆ 4-0 優勝 

尾月自治会 囲碁部 3-1 準優勝 

大船パークタウン 囲碁クラブ 3-1 第三位 

湘南桂台 囲碁愛好会 Ａ 3-1 敢闘賞 

棋楽会 Ｎ 2-2  

上郷金 Ａ 2-2  

犬山プラチナ会 囲碁クラブ 2-2  

桂台自治会囲碁 Ｂ 2-2  

楽碁会 本郷部会 Ｂ 1-3  

上之町 囲碁クラブ 1-3  

栄碁クラブ 1-3  

東武本郷台 囲碁愛好会 0-4  
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優勝：本郷台囲碁クラブＡ（左）、湘南桂台囲碁愛好会Ｂ 

【Ｂブロック】 成績 入賞 

湘南桂台 囲碁愛好会 Ｂ 3-1 優勝 

桂台自治会囲碁 Ａ 3-1 準優勝 

棋楽会Ｓ 3-1 第三位 

本郷台 囲碁クラブ Ｍ 3-1 敢闘賞 

豊田・連盟混成チーム 3-1  

小山台 囲碁クラブ 2-2  

野七里 囲碁クラブ 2-2  

上郷金 Ｂ 2-2  

緑石会 1-3  

本中・本郷日曜教室 1-3  

楽碁会 上郷部会 1-3  

楽碁会 本郷部会 Ａ 0-4  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

頑張る子供達 

鎌倉から子供 21名の参加を迎え、初段及び昇級を目

指し、総勢 81名で認定大会が「あーすぷらざ」にてク

リスマスイブの 12月 24日（日）開催された。 

初段には 13名（子供 4名）が挑戦し、以下の 6名が

昇段獲得を果たした。（敬称略） 

〇神谷 賢 〇栗原 捷（小学５年）〇大石勝利   

〇神谷洋希（中学３年）〇加藤加代子 〇加藤 

龍蘭（小学５年） 

昇級(1-10 級)者は、68 名がチャレンジし 38 名がそ

れぞれ希望の級を獲得した。内訳は： 

〇1級：7人 〇 2級：3人 

〇3級：5人 〇 4級：3人 

〇5級：2人 〇 6級：4人 

〇7級：5人 〇 8級：2人 

〇9級：3人 〇10級：4人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20回 段級位認定大会&プロ棋士による指導碁 
栄区囲碁普及会に日本棋院より感謝状が授与されました！ 

 

 

  

編集部が選んだ 『2017 年十大ニュース』 
 

① 栄区囲碁活動が NHK「囲碁フォーカス」で放映： 

「栄こどもとおとなの囲碁大会」「上郷金曜教室」

「飯島キッズクラブ」 

② 栄区囲碁普及会に日本棋院より感謝状： 

③ 「囲碁王国 30 年の足跡」発行 

④ 栄区囲碁連盟が「創立 30 周年記念イベント」開催：

蘇耀国九段、長島梢恵二段を招いての会員大会。 

⑤ 「保護者の会」立ち上げ「いちご通信」発刊： 

⑥ 栄区囲碁普及会が区の「まちづくり協働推進事業」

に認定： 

「栄区繋がるプロジェクト」にて区長との情報交換

会を持った。 

⑦ 栄区囲碁の活動が、「碁ワールド」２月号に掲載： 

⑧ 子供向けに「夏休み囲碁教室」を開始： 

栄区囲碁普及会が学校、各地区センターに協力して

実施した。 

⑨ 神奈川県「親善ペア碁大会」にて＜村上・肥塚＞ 

＜趙・三間＞両ペアが優勝： 

⑩ 日本棋院神奈川県支部連合会が「日本棋院神奈川

県本部」に格上げ、佐野嘉男氏と肥塚淳次氏が役

員に選任： 

 

 

 

 

 

感謝状を受ける 

牧野会長 

長年にわたり地域

の囲碁普及に尽力し

たとして、栄区囲碁普

及会に授与されたも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望月研一七段による指導碁 

親子で初段を獲得した加藤龍蘭君と加代子さん 

頑張る子供達 

【今年栄区に招聘したプロ棋士の方々】 
 

蘇耀国九段、有村比呂司八段、望月研一七段、

熊丰六段、小山竜吾六段、小山栄美六段、 

桑原陽子六段、長島梢恵二段、金子真季初段 

 

 

 

 

 

 

 

 小山六段 桑原六段 

長島二段 金子初段 ２ 
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～～～囲碁普及活動が各学校で行われています～～～  

芸術の秋、囲碁を大いに楽しんだよ・・ ‘17囲碁まつり 

■横浜栄高校三世代交流会「囲碁体験教室」 

 １１月９日に在校生・保護者・近在のシニアの三 

世代間交流を目的とし、囲碁教室が開催された。 

今回は日本棋院から 

小山栄美六段を招き、 

和やかな雰囲気の中で 

囲碁を楽しんだ。 

■飯島小学校「キッズクラブ囲碁教室」 

 日本棋院より有村比呂司八段を招いて、１０月 

１９日囲碁教室が開かれた。飯島小学校キッズクブで 

クラブでは囲碁教室 

が定着し、この日も 

３３名の生徒が集ま 

り、囲碁を楽しんだ。 

飯島コミュニティハウス囲碁教室のお知らせ 

  

 

 

飯島コミュニティハウスでは、第２と第４週の 

土曜日(午前１０～１２時)囲碁教室を開催して

います。対象は原則として小学生、受講料は無

料です。参加はいつでも受け付けています。 

 

お問い合わせ： 

飯島コミュニティハウス 

(TEL045-891-1766) 

 

 

１１月３日、栄区民 

芸術祭「囲碁」まつり 

が行われた。参加者 

総数は１３９名と 

大賑わいの大会となっ 

た。日本棋院から熊丰 

六段と金子真季初段を招き指導碁、大盤解説をお願い 

した。この大会は栄区文化協会主催、栄区囲碁連盟主 

管、栄区囲碁普及会協力のもとに開催された。会場は 

栄公会堂と本郷地区センターの２会場。高段者から初 

心者まで大いに囲碁を楽しんだ。 

＜クラス別３戦全勝者＞ 

◆A 重光直明六段、安積隆司五段、込山光雄四段 

◆B 武田和久三段、興野富男二段、大野 栄二段、

柴野 博二段 

◆C 二村忠岑初段、林 幸一１級、務川泰方１級 

◆D 趙 樹傑５級、高橋 猛９級 

＜E・Fクラス表彰者> 敬称略 

◆E 三勝賞 國吉秀明、田中咲彩、前川長子 

井上ジョン  

  (敢闘賞) 鈴木浄大 

◆F 四勝賞 寺尾伸子、 

           木下和香 

   三勝賞 土屋三郎、 

            小関真悟 

   (敢闘賞) 田村泰盛 

 

 

（囲碁）祭りにはほど遠い（？）“熱気むんむん” 両プロを紹介する 

囲碁連盟・三間修司会長 
ヤングもレディーも！ 

■本郷小学校「囲碁フェスティバル」 

 学校行事となってから３回目の催しで１１月

１８日に開催された。児童・保護者等３０余名

の参加があり「囲碁体験教室」を楽しんだ。 

有村八段⇒ 

飯島コミュニティハウス 

「囲碁教室」のお知らせ 

 

教室風景 

熊六段 金子初段 

小山六段を囲んで⇒ 

田中咲彩 

 

井上ジョン 



 

４ 

囲碁界情報 

1井山七冠情報 

①「国民栄誉賞」受賞決定。将棋の羽生永世 

七冠と同時受賞。授与式は 2月 13日 

 ②棋聖戦七番勝負 防衛へ王手！ 

   挑戦者は三棋戦連続挑戦の一力遼八段 

   2月 6日現在 井山棋聖の 3勝 0敗 

 ③第 22回 LG杯朝鮮日報棋王戦 決勝戦 

  中国の謝爾豪（しゃじごう）五段と対戦 

  第 1局は 180手で敗れる。（対局日 2/5,7,8） 

2女流棋聖戦 上野二段が連勝 タイトルを奪取！ 

第 21期女流棋聖戦三番勝負は、挑戦者の上野 

愛咲美二段が謝依旻女流棋聖に２連勝。 

上野二段は 16才で、女流棋聖では最年少記録。 

3 2017年度勝ち星ベスト 5 

 ①芝野 虎丸七段 52勝 13敗；芝野七段大活躍！ 

 ②許  家元七段 44勝 11敗 

 ③一力  遼八段 44勝 19敗 

 ④井山 裕太棋聖 42勝 19敗 

 ⑤藤沢里菜女流立葵杯 39勝 23敗 

4 2017年度日本棋院賞金ランキング 

①井山 裕太七冠    159,814,000円 

②一力  遼八段     25,237,300円 

 ③高尾 紳路九段     24,595,000円 

 ④藤沢 里菜女流立葵杯  24,049,700円 

 ⑤山下 敬吾九段     21,807,300円 

楽碁会では、本郷・豊田・上郷の三部会がそれぞれ 

の大会を開催しているが、今回は年１回の合同大会であ

り、11 月 10 日本郷地区センターで開催されました。 

 参加者は８６名で、成績は以下のとおり（敬称略）。 

クラス 優 勝 準優勝 ３ 位 

Ａ 石橋 弘彦 矢野 三生 八坂 幸彦 

Ｂ 蒲田浩二郎 成田 直輝 森 靖雄 

Ｃ 中野  修 高島 修男 田沼 秀明 

Ｄ 田井 道夫 梶浦 政男 仲西 聰夫 

Ｅ 石井 兼政 佐藤 守弘 諸星 剛一 

Ｆ 水越 敦厚 石田 郁夫 岡田 克司 

 

第 11回楽碁会合同囲碁大会開催さる 

上達コース認定会で初段 2 名誕生 

11 月 18 日開催の第 70 回認定会には 86 名の参加が

あり、務川泰方さんと林幸一さんが、見事初段を獲得

しました。昇級者は 19 名です。 

林 幸一さん：第 18期に５級で金曜教室に入室、20

代に基本を学んだものの、久し振りの囲碁に戸惑

いながらも適切なご指導でここまできました。皆

様に感謝しています。 

務川泰方さん：囲碁を覚えたのは中学時代、土曜教

室に入室したときはまったく自信がなかったので

すが、先生方のご指導のおかげで初段を取得でき

ました。今後も精進して上を目指します 

◆編集委員：道休俊和 小田武史 三浦武久 

宮川 誠 渡辺 紘 山中正巳 

佐藤中勇 興野富男 

◆発 行 者：牧野 博（栄区囲碁普及会会長） 
榮区囲碁普及会 HP  http://www.igosakae.jp 

 

  

親善ペア碁大会で 2 チーム優勝 

10 月 15 日に開催された第 6 回神奈川県大会におい

て、Ｂブロックで「村上日菜子・肥塚淳次」ペア、Ｅ

ブロックで「趙樹傑・三間修司」ペアの各チームが優

勝しました。「宇宙棋院」に 55 組 110 人が参加し、棋

力の近い 7ブロックに分かれて 3局対戦したものです。 

「勝てて嬉しかった、

また出たい・・・」 

村上日菜子さん 

 

【予告】栄区シニア連合「囲碁・将棋大会」 
 開 催 日  3 月 16 日（金） 

場  所  栄公会堂 

問合せ先  894-8418 

☆第 133 回横浜市各区囲碁連盟対抗戦（10/22） 

栄区代表の 6 名（樋口喬之六段、片山卓六段、 

 佐野征啓二段、村上吉行初段、窪川満 2 級、安田 

 豊之 6 級）が参加し、1 勝 3 敗でした。 

☆第 7 回横浜市囲碁段位戦（11/12） 

 栄区からは苅田正雄四段、小尾優三三段、梶井 

恵二二段、安部鎮義初段が参加しました。総勢 44

名のもと、段位ごとに個人戦を 4 回対局し梶井二段

が見事優勝しました。 

 

「相手も強かったけ

ど勝てて嬉しい、次

も出たい」趙樹傑君 

【編集後記】「車輪は廻りだした」昨年の栄区の囲碁界の

活動を見ていますと４つの車輪が音を立てて動き出した

ように感じられます。 

 新しい年も囲碁行事が目白押し、関係諸団体のご理解、

ご協力を得てジュニアからシニアまで楽しめる場の提供

を図っていきたいものです。（M） 

☆平成 29 年度支部対抗団体戦（1/28） 

 日本棋院神奈川県本部主催の大会に横浜栄支部

はチャンピオン戦、Ａ級戦、Ｂ級戦とフルエント

リーし、Ｂ級戦でチーム成績 3勝 1敗（総勝敗数

12勝 8敗）で第 2位に輝きました。 

 参加メンバーは以下のとおり（敬称略）。 

チャンピオン戦 Ａ級戦 Ｂ級戦 

田中 康弘 伊藤 正彦 中村 光良 

樋口 喬之 井上 宏 興野 富男 

三間 修司 三箇 豊 中澤 國夫 

肥塚 淳次 杉田 光弘 小池 輝 

栗林 武麿 村上 信男 北原 文男 

 捧 武治 窪川 満 

 

http://www.igosakae.jp/

