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また、公益財団法人東京市町村自治調査会多摩支援センター様の広域的

市民ネットワーク活動の助成をうけています。ありがたいことです。

本日ご参加の棋士の方々には、多摩地区の囲碁サークルの棋力を高めて

いただきますように、ビシビシご指導をお願いします。

ありがとうございました。

１．大会実行委員長あいさつ

成田 滋 大会実行委員長

実行委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。

第４回多摩地区市町対抗囲碁団体戦が開かれ、私は大変喜んでおります。

顧みますと、この大会にご尽力いただいた実行委員長・事務局長が昨年

突然逝去され、私、囲碁の若輩成田が委員長を仰せつかりました。

この大会におきましては、府中市、日本棋院、J　COM、府中市囲碁連盟、

調布囲碁連盟ほか、いろいろな方のご支援をいただきました。

囲碁は手談と言われております。盤上で楽しく対話し、選手の皆様には

日ごろの研鑽ぶりを発揮していただき、十二分に戦い好成績を上げて

くださるように期待しております。



２．歓迎のことば

高野 律雄 府中市長 様

皆さん、府中市長の高野律雄と申します。
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有意義な大会になりますよう心からご祈念申し上げますとともに、

府中市からの歓迎の言葉といたします。

皆様どうぞ頑張ってください。

今回は第４回となります多摩地区市町対抗囲碁団体戦が開催されます。

天候には恵まれませんでしたが、大変大勢の皆さんが足元の悪いなか

ご参加され盛大に開催されることに、心からお喜び申し上げます。

なんといっても、これだけの選手の皆様、多摩地区ほぼすべての市の

皆様がお集まりです。

この大会の開催にあたって、成田実行委員長はじめとする実行委員の

皆様、特に事務局の皆様が大変ご苦労なさったことと思います。

心から敬意を表したいと思います。

府中市の市民会館、この府中ルミエール飛鳥の間においでの皆様に

心からの歓迎を申し上げます。

日ごろから皆様方はそれぞれの地域の囲碁団体に所属され、各市町

また、多摩全体の囲碁の発展に寄与されていることと思います。

今回の大会にはプロ棋士の皆様がおいでになっています。参加される

皆様は対抗戦、また指導碁とお楽しみいただくことと思います。



３．審判長あいさつ　

　私は稲城市に住んでいて、第１回大会から参加させていただいております。

　昨年、一昨年と残念ながら開催されず、今回開催されうれしく思っています。

　本日は日本棋院から、楠八段をはじめ４名の棋士も来ています。

　どうぞよろしくお願いいたします。
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   日本棋院　鶴山 淳志 八段 様

　本日審判長を務めさせていただきます日本棋院の鶴山です。

　第１回は確か８市でしたが、今回はこんなにたくさんお集まりいただきまし

　て大変うれしく思っております。

　皆様ご近所の方ばかりですので、ぜひ交流を図っていただいて、楽しい一日

　としていただければと思っております。



 

なかなかこういう団体戦の大会はありません。

皆様もあまり経験はないと思います。

今回は20市町だと聞いています。

是非、来年八王子市開催では全市町村のご参加を願っています。

また、この大会が末永く続いて行かれることを願っています。

本日はどうもお疲れさまでした。
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見ている方も、スリリングで面白く素晴らしい大会だったと思われていること

でしょう。

最後になりましたが、前回の大会からこの大会が開催されるまで、大会の

準備にご尽力いただいた実行委員の皆様、協賛してくださった会社の皆様、

会場を用意してくださった府中市の方々に、心からのお礼を申し上げまして、

私の講評とさせていただきます。

４. 大会講評

     日本棋院　鶴山 淳志 八段 様

前の話なんですが、第１回大会の時から、前事務局長の笹田さんという方が

いらっしゃいまして、パワフルな優しい方でした。その笹田さんが、ゼロから

この大会を作られました。そのころから私もお世話になってきました。

その笹田さんが一年位前に急逝されました。本当に残念でしたが、皆様その遺志

を継いで、この大会を開催していただきました。今日この大会を天国からご覧に

なっていることと思います。本当に感謝しております。

選手の皆さん、今日一日お疲れさまでした。３年ぶりの開催ということでした

が、にぎやかな大会を開催することができました。



5－1．チーム編成条件

１）１チーム11人

　①無差別：３名（主将、副将、３将）

　②有段者：５名（５将、6将、7将、8将、9将）

　③級位者：２名（10将、11将）

　④シニア枠：１名（４将：75歳以上）

手合割

互先

互先

互先

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

ハンディ戦

４将以下のハンディ戦において、置き石は最大5子とし、持碁白勝ちとする。
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５．大会ルール　

ただし、女性１名以上、子供(中学生以下)１名以上を含むこと。

なお、女性(子供)がいない場合には、子供(女性)２名以上でも可とする。

また、事前申請により、２名交代(４回戦を２名で分担)して対局すること

も可とする。

２）対局時間：40分（１人）

３）棋力設定基準値

３将

４将

棋力（基準設定値）将格

無差別

無差別

無差別

５将 4段～６段

６将 3段～５段

シニア枠

７将 2段～４弾

主将

副将

８将 初段～３段

11将 級位者

９将 1級～２段

10将 級位者
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　⑧勝ち点、勝数とも同じ場合は、主将～３将の同時ニギリで決定。

　　（表彰チーム決定の場合のみ）

　③各回戦で６勝以上したチームを勝ちとし、勝ち点１、負けたチームは

　　勝ち点０を加点。

　⑦５位から20位までの順位は、４回戦終了後の勝ち点が多いチームを

　　上位とし、勝ち点が同じ場合は勝数が多いチームを上位とする。

　⑤３回戦も同様。　(２勝同士、１勝１敗同士、２敗同士）

　⑥４回戦は各ゾーンの１位チーム同士による決勝戦、および２位チーム

　　同士の３位決定戦を行う。

5－2．対局組み合わせ方法について　

　①組み合わせ抽選は８月５日の大会実行委員会で実施。

　②１回戦はチーム番号の若い順から対局。

        （Xゾーン：No.1～No.8、Yゾーン：No,9～No.20)

　④２回戦は勝ったチーム同士、負けたチーム同士で対局。



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 杉浦　端

主将 設楽　幸二郎 無差別

副将 鶴田　豊實 無差別

3将 白石　茂 無差別 シニア

4将 唐沢　孝樹 五段 シニア

5将 眞上　達雄 五段 シニア

6将 早川　勝也 五段 シニア

7将 濱田　由利子 四段 女性

8将 牧野　保 三段

9将 中村　茂 三段

10将 熊谷　碧 １級 子供 級位者

11将 池上　幸子 ３級 女性 級位者

団長 谷本　道夫

主将 志村　幹男 無差別

副将 松崎　泰隆 無差別

3将 藤田　雅明 無差別

4将 片桐　義雄 六段 シニア

5将 桜井　二三男 五段

6将 清水　実 四段

7将 田中　登大 三段

8将 久保　公明 二段

9将 永田悠太郎 初段 子供

10将 豊崎　きみ ２級 女性 級位者

11将 宮崎　美生子 ２級 女性 級位者
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小平市

国分寺市

６．出場選手リスト　                　　　　　　（敬称略）

1

2



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 倉橋　幸二

主将 山上　量 無差別

副将 多田　匠 無差別

3将 宮内　盛 無差別 シニア

4将 夏目　泰忠 五段 シニア

5将 新延　晶雄 五段

6将 佐藤　眞人 四段 シニア

7将 松尾　若葉 三段 シニア 女性

8将 堀越　光男 二段

9将 門叶　幸枝 初段 シニア 女性

10将 小林　泰 ２級 シニア 級位者

11将 津田　武司 ２級  シニア級位者

団長 松田　憲治

主将 山田　真生 無差別

副将 古西　仁志 無差別

3将 飯島　郷司 無差別

4将 東　健一郎 五段 シニア

4将 北　英一 五段 シニア

5将 箕輪　和夫 五段

6将 宮崎　貞彦 五段 シニア

7将 小沼　秀行 四段

8将 松　昌孝 三段 子供

9将 大村　照明 初段 シニア

10将 大堀　航輝 １級 子供 級位者

11将 加藤　俊夫 ２級 級位者
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町田市

調布市

3
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No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 大島　茂則

主将 明松　重秋 無差別

副将 逸見　邦彦 無差別

3将 大島　茂則 無差別

4将 横道　孝二 四段 シニア

5将 小田　直則 五段

6将 永代　斗真 四段 子供

7将 岩橋　達行 四段

7将 金澤　敏夫 二段

8将 小池　竜太 四段

9将 上野　健夫 二段

10将 蓑輪　茂幸 二段

11将 岸本　成子 3級 女性 級位者

団長 釜付　功

主将 向井　明彦 無差別

副将 戸田　夏生 無差別

3将 土方　利夫 無差別

4将 宇田川　靖 五段 シニア

5将 金子　和利 四段

6将 小原　哲朗 四段

7将 高野　治 三段

7将 植松　富行 三段

8将 増田　日出子 三段 女性

9将 根岸　成喜 初段

10将 関根　康弘 １級 級位者

11将 中波　清子 ２級 女性　級位者

大会記録－10

三鷹市

東村山市

5
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No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 池田　正三

主将 小川　浄二 無差別 シニア

副将 名取　豊彦 無差別 シニア

3将 吉田　旭 無差別 シニア

4将 藤森　力 六段 シニア

5将 柳　豊太郎 六段 シニア

6将 内田　昌治 四段 シニア

7将 恵畑　信夫 四段 シニア

8将 増田　菜々子 二段 女性 子供

9将 藤牧　健二 初段

10将 森田　隆士 １級 級位者

11将 小島　春美 ２級 女性 級位者

団長 渡辺　卓

主将 西出　太郎 無差別

副将 石垣　喜市 無差別 シニア

3将 島袋　恒正 無差別

4将 加藤　芳和 五段 シニア

5将 河野　大東 六段 シニア

6将 神田　武 五段

7将 吉田　道子 四段 女性

8将 小泉　一夫 二段

9将 楠本　君惠 初段 シニア 女性

10将 須田　信幸 １級 級位者

11将 大谷　千恵子 ２級 女性 級位者
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八王子市

狛江市
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No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 藤　賢治郎

主将 毎熊　星湾 無差別

副将 大垣　美奈 無差別 女性

3将 小金　瞬 無差別

4将 佐々木克夫 二段 シニア

5将 高橋　光之 六段

6将 中島　優月 五段 子供

6将 大垣　春奈 五段 女性

7将 松崎　航 四段 子供

8将 石黒　龍一 三段

9将 名取　寛 初段

10将 松崎　悟 １級 級位者

11将 尾川　賢吉 １級 級位者

団長 洪　清泉

主将 桑原　多喜 無差別 女性 子供

副将 平野　健真 無差別 子供

3将 永吉　志丸 無差別 子供

4将 宇郷　好佑 五段 シニア

5将 清水　仁貴 五段

6将 栢　大智 五段 子供

7将 田實　航 四段 子供

8将 宮崎　礼奈 三段 女性 子供

9将 久保田　啓太 二段 子供

10将 天白　奏音 １級 女性 子供 級位者

11将 菅原　未悠 ５級 女性 子供 級位者

大会記録－12
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小金井市9

武蔵野市



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 早川　博

主将 山内　直美 無差別

副将 柏　稔 無差別 シニア

3将 早川　博 無差別 シニア

4将 青山　佳司 五段 シニア

5将 見留　眞 五段 シニア

6将 長谷見　清司 五段 シニア

7将 田村　隆二 四段 シニア

8将 久保　洋二 初段

8将 武藤　峰幸 二段

9将 十文字　八千代 １級 女性 級位者

10将 見留　光子 １級 女性 級位者

11将 依田　有功 １級 シニア 級位者

団長 森　潔

主将 若林　大介 無差別

副将 林　むつみ 無差別 女性

3将 森　潔 無差別

3将 下島　裕生 無差別

4将 増川　清一郎 三段 シニア

5将 石田　繁之 六段

6将 吉田　健人 五段 子供

7将 福島  耕太郎 二段

8将 吉田　新平 二段 子供

9将 山下　武則 初段

10将 寿原　忠彦 ２級 級位者

11将 沼崎　末次 ２級 級位者

大会記録－13
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12

青梅市

国立市



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 杵淵　明政

主将 品川　秀則 無差別 シニア

副将 小澤　宏之 無差別

3将 楫山　英男 無差別 シニア

4将 村上　貫 五段 シニア

5将 永竹　清一 四段 シニア

6将 井石　道彦 四段 シニア

7将 小林　平二 三段 シニア

8将 千年原　戦勝 二段 シニア

9将 牛島　佳子 初段 シニア 女性

10将 吉原　勇 初段 シニア

11将 鈴木　恭子 １級 シニア 女性 級位者

団長 田中　仙治

主将 仲田　雅一 無差別

副将 山中　友之 無差別

3将 萩原　一志 無差別 シニア

4将 桑野　知矩 四段 シニア

5将 関口　力 五段 シニア

6将 鶴山　誠士郎 五段 子供

7将 室伏　明人 四段

8将 古舘　康男 四段 シニア

9将 篠原　忠義 二段 シニア

10将 新居　成夫 二段 シニア

11将 喜多　登志子 ５級 女性　級位者

大会記録－14
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14

多摩市

稲城市



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 吉田　功

主将 神田　敏雄 無差別

副将 徳永　紀夫 無差別 シニア

3将 折田　邦英 無差別

4将 浦　信夫 四段 シニア

5将 八木　信行 四段 シニア

6将 鈴木　義和 四段 シニア

7将 吉田　功 三段 シニア

8将 秋山　節雄 二段

9将 鈴木　智花 初段 女性 子供

10将 友澤　靖子 １級 シニア 女性 級位者

11将 小池　清美 ５級 級位者

団長 河野　一成

主将 矢野　明 無差別 シニア

副将 高木　理 無差別 シニア

3将 橘田　知之 無差別

4将 豊田　光 七段 シニア

5将 間中　敏訓 六段

6将 宮浦　忍 五段

7将 吉岡　義一 三段

8将     国領　隆行　 初段

9将 有賀   義信 １級 シニア 級位者

10将 勝　恵理子 １級 女性 級位者

11将 山口　ふき子 ６級 女性 級位者

大会記録－15

15

16

日の出町

日野市



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 久保　隆

主将 金山　広樹 無差別

副将 佐々木　迅風 無差別

3将 奥津　聡介 無差別

4将 川野　公久 六段 シニア

5将 高以来　遊 六段

6将 辻本　勝善 四段

7将 浦野　庸也 三段

8将 佐藤　幸雄 二段

9将 中田　良知 二段

10将 木崎　昌子 １級 シニア 女性 級位者

11将 久冨　純子 ２級 女性 級位者

団長 宮崎　文男

主将 斉藤　諒馬 無差別

副将 保田　大地 無差別

3将 都倉　一樹 無差別

4将 青野　好之 四段 シニア

5将 山口　外志 六段

6将 山田　一旭 六段 子供

7将 野村　富美子 四段 女性

8将 山口　高司 二段 シニア

9将 神宮寺  嘉雄 二段 シニア

10将 山口　勝 初段 シニア

11将 植村　孝史 ２級 シニア 級位者
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18 昭島市

府中市



No. 市町名 氏　名 棋力 備　考

団長 小林　肇

主将 井上　久 無差別

副将 奥田　希一 無差別

3将 藤原　芳樹 無差別

4将 竹内　国雄 六段 シニア

5将 千馬　隆之 六段

6将 山原　航 六段

7将 植田　正司 四段

8将 卜部　賢次 二段

8将 小林　肇 二段

9将 高橋　国広 初段

10将 鮫島　英 １級 女性 級位者

11将 島内　綾子 11級 女性 子供 級位者

団長 岡本　哲雄

主将 市川　俊一 無差別

副将 清水　定三 無差別

3将 三島　敏明 無差別

4将 渡辺　睦夫 三段 シニア

5将 高瀬　美紀 六段 女性

6将 米久保　とき子 三段 女性

7将 鈴木　みのぶ 二段 女性

8将 大津賀　文雄 三段

9将 井上　舞花　 初段 女性

10将 細井　一史 3級 子供 級位者

11将 細井　千乃 5級 子供 女性 級位者
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20

19 西東京市

連合



７．大会成績・結果

　１）団体成績

大会記録－18

３位

小金井市

準優勝

府中市

優勝！

調布市



１）団体成績

順位 市町名 勝ち点 勝数 備考

1 調布市 4 28 Xゾーン１位

2 府中市 3 25 Yゾーン１位

3 小金井市 4 26 Yゾーン２位

4 東村山市 2 20 Xゾーン２位

5 昭島市 3 28

6 国立市 3 27

7 三鷹市 2 26

8 狛江市 2 24

8 武蔵野市 2 24

8 稲城市 2 24

11 日野市 2 23

12 町田市 2 22

12 八王子市 2 22

12 西東京市 2 22

15 国分寺市 1 20

16 多摩市 1 18

16 日の出町 1 18

18 小平市 1 15

19 青梅市 1 14

20 連合 0 14
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ゾーン

No.

チーム名

1 6 0 5 0 4 1 7 0 5 1 6 0 4 1 7

0 3 0 5 1 6 1 8 0 5 1 7 1 6 0 4

0 3 0 4 1 9 1 7 1 7 0 4 0 2 1 8

0 3 1 6 0 3 1 6 1 9 0 3 1 10 0 5

計 1 15 1 20 2 22 4 28 2 26 2 20 2 22 2 24

勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数

ゾーン

No.

チーム名

1 6 0 5 0 4 1 7 0 4 1 7 1 7 0 4 1 6 0 5 1 7 0 4

1 6 1 10 0 1 0 5 0 5 1 8 0 3 1 6 1 6 1 9 0 5 0 2

1 6 0 3 1 8 1 8 1 7 0 5 0 4 0 5 1 8 1 6 0 3 0 3

1 8 1 6 0 1 1 7 0 2 0 4 0 4 1 8 0 5 1 8 1 7 0 5

計 4 26 2 24 1 14 3 27 1 18 2 24 1 18 2 23 3 25 3 28 2 22 0 14

勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数 勝ち点 勝数

X

1 2 3 4 5 6 7 8

八王子市 狛江市

1回戦
国分寺市 小平市 調布市 町田市 東村山市 三鷹市 狛江市

小平市 国分寺市 町田市 調布市 三鷹市 東村山市

八王子市

2回戦
調布市 町田市 国分寺市 小平市 八王子市 狛江市 三鷹市 東村山市

18 19 20

調布市 町田市 小平市

4回戦
日野市 連合 昭島市 府中市 多摩市 小金井市

3回戦
狛江市 三鷹市 八王子市 東村山市 国分寺市

青梅市 武蔵野市

9 10 11 12 13 14 15 16 17

小金井市 武蔵野市 青梅市 国立市 多摩市 連合

1回戦
武蔵野市 小金井市 国立市 青梅市 稲城市 多摩市 日野市 日の出町

稲城市 日の出町 日野市 府中市 昭島市 西東京市

昭島市 府中市 連合

2回戦
国立市 青梅市 武蔵野市 小金井市 日野市

4回戦
東村山市 狛江市 八王子市 稲城市 三鷹市

3回戦
稲城市 府中市 連合 西東京市 日の出町

大
会

記
録

－
2
0

稲城市 多摩市 西東京市 連合 府中市

国分寺市国立市 西東京市 小平市 調布市 町田市 日の出町

武蔵野市 日野市 国立市 青梅市

西東京市

昭島市

小金井市 多摩市 昭島市

日ノ出町

Y



２）個人成績

①４勝賞の皆さん（24名） (敬称略）

市町名 将 氏　名 棋 力 備　考

調布市 主将 山田　真生 無差別

調布市 副将 古西　仁志 無差別

調布市 3将 飯島　郷司 無差別

三鷹市 6将 永代　斗真 四段 子供

三鷹市 3将 大島　茂則 無差別

東村山市 4将 宇田川　靖 五段 シニア

東村山市 9将 根岸　成喜 初段

八王子市 11将 小島　春美 ２級 女性 級位者

狛江市 副将 石垣　喜市 無差別 シニア

狛江市 主将 西出　太郎 無差別

小金井市 副将 大垣　美奈 無差別 女性

小金井市 3将 小金　瞬 無差別

小金井市 8将 石黒　龍一 三段

武蔵野市 9将 久保田　啓太 二段 子供

武蔵野市 5将 清水　仁貴 五段

国立市 11将 沼崎　末次 ２級 級位者

国立市 9将 山下　武則 初段

多摩市 11将 鈴木　恭子 １級 女性 S 級位者

稲城市 7将 室伏　明人 四段

日野市 9将 有賀   義信 １級 S 級位者

府中市 6将 辻本　勝善 四段

昭島市 主将 斉藤　諒馬 無差別

西東京市 4将 竹内　国雄 六段 シニア

西東京市 副将 奥田　希一 無差別
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市町名 将 氏　名 棋 力 備　考

小平市 11将 池上　幸子 ３級 女性 級位者

国分寺市 4将 片桐　義雄 六段 シニア

国分寺市 9将 永田悠太郎 初段 子供

町田市 4将 夏目　泰忠 五段 シニア

調布市 8将 松　昌孝 三段 子供

東村山市 11将 中波　清子 ２級 女性 級位者

八王子市 4将 藤森　力 六段 シニア

小金井市 6将 中島　優月 五段 子供

小金井市 7将 松崎　航 四段 子供

武蔵野市 7将 田實　航 四段 子供

武蔵野市 11将 菅原　未悠 ５級 女性 子供 級位者

青梅市 7将 田村　隆二 四段 シニア

国立市 6将 吉田　健人 五段 子供

多摩市 4将 村上　貫 五段 シニア

多摩市 5将 永竹　清一 四段 シニア

稲城市 4将 桑野　知矩 四段 シニア

稲城市 9将 篠原　忠義 二段 シニア

稲城市 6将 鶴山　誠士郎 五段 子供

日の出町 11将 小池　清美 ５級 級位者

日野市 副将 高木　理 無差別 シニア

日野市 4将 豊田　光 七段 シニア

日野市 10将 勝　恵理子 １級 女性 級位者

府中市 4将 川野　公久 六段 シニア

昭島市 8将 山口　高司 二段 シニア

昭島市 10将 山口　勝 初段 シニア

昭島市 11将 植村　孝史 ２級 シニア 級位者

昭島市 6将 山田　一旭 六段 子供

連合 9将  井上　舞花　 初段 女性

大会記録－22

②優秀賞：３勝１敗のシニア、子供、女性あるいは級位者

　の皆さん（28名）　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）



８．大会スナップ写真

　１）団体戦対局会場

開会式前のステージ 司会の新垣 未希 様

楠  光子八段 様のご挨拶

大会記録－23

１回戦対局開始後の会場風景



＜お楽しみ抽選会＞

景品を選ぶ子供たち

大会記録－24

対局中の様子

フィトララフィフシドキ初段様

より景品の授与

武井太心二段様による抽選と景品授与



調布市vs府中市による決勝戦の主将対局

大会記録－25

　優勝、準優勝、３位の

　トロフィー

審判長の鶴山 淳志八段様から調布市

主将への優勝トロフィーの授与



　２）指導碁

　　指導碁会場：府中市市民会館「ルミエール」１F　第１、第２会議室

時間 指導先生 市町名 氏　名 棋力

小平市 大場　栄子 ５級

小金井市 五師　功仁 六段

青梅市 杉村　良一 四段

日の出町 安藤　義行 三段

日野市 古橋　一晃 三段

青梅市 岩田　繁治 五段

調布市 松尾　貴子 三段

稲城市 杉田　隆勇 二段

昭島市 雨宮　將美 三段

八王子市 南　正一郎 五段

調布市 高橋　千代司 四段

西東京市 島内　宏 四段

八王子市 木村　厚子 ３級

多摩市 人見　哲爾 六段

府中市 久冨　敏夫 三段

府中市 小柳　進 三段

小金井市 関口　広行 三段

町田市 網倉　英治 五段

日の出町 森上　裕之 二段

多摩市 高橋　彰 二段

国分寺市 保高　次郎 五段

稲城市 影山　日出男 初段

府中市 田村　繁夫 二段

府中市 渡邉　芳隆 初段

日野市 金谷　悟 四段

日野市 河野　一成 三段

稲城市 金塚　公彦 三段

調布市 唐沢　キイ子 初段
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（敬称略）

午前の部

10:15～

11:30

フィトラ ラフィフ

 シドキ 初段

武井 太心 二段

鶴山 淳志 八段

フィトラ ラフィフ

シドキ 初段

武井 太心 二段

鶴山 淳志 八段

楠 光子 八段

午後の部

13:30～

14:45
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指導碁対局風景

　　フィトラ ラフィフ

　　シドキ 初段

鶴山 淳志 八段

楠　光子 八段

武井 太心 二段



９．お楽しみ抽選会景品一覧

楠  光子 八段 寄贈

　　揮毫扇子　１．十段　大竹 英雄

　　　　　　　２．3．武宮 正樹　　　　　

　　　　　　　４．棋聖　王  立誠　　　　　　５．木谷  實

　　　　　　　６．中部読売新聞発刊一周年記念　　呉  清源

　　　　　　　７．昭和53年第１回鶴聖戦記念　天元・名人・棋聖・十段・王座　連名

　　　　　　　８．1998年祝賀　　常  昊 八段　三冠王

　　　　　　　９．日本棋院創立70周年記念　全棋士

　　　　　　　10．11．リコー杯プロ棋士ペア碁選手兼2001　　　

　　　　　　　12．リコー杯プロ棋士ペア碁選手兼2002

　　揮毫色紙　１．名誉本因坊　高川 秀格　　２．名誉九段　瀬越 憲作

　　　　　　　３．林  海峯　　　　　４．木谷  實

　　　　　　　５．大竹 英雄　　　　６．武宮 正樹

　　　　　　　７．女流本因坊　小川 誠子　　　８．小林 禮子

　　サイン入り書籍　　１．２．３．女流詰碁集　　

その他寄贈

　　揮毫扇子　１．箱入り　井山 裕太　七冠達成記念

　　　　　　　２．箱入り　井山 裕太　国民栄誉賞受賞記念

　　　　　　　３．箱入り　瀬越 憲作

　　　　　　　４．本因坊　羽根 直樹

　　　　　　　５．小林  覚

　　　　　　　６．７．本因坊秀哉　

      サイン入り書籍    謝  依旻　「謝  依旻の挑戦」

      揮毫色紙   吉原由香里

日本棋院版

　　　　　ファイル：山下 敬吾３枚、張  栩　４枚、謝  依旻　２枚

　　　　　　　　　　藤沢 里奈　４枚、上野 愛咲美　４枚、中村  菫　９枚

　　　　　その他：プルタブ付き囲碁シールお試しセット　置き碁　２セット

　　　　　　　　　プルタブ付き囲碁シールお試しセット　互先　２セット

鶴山 淳志 八段　   色紙３枚　

　　　　　　   　 サイン本　よい打ち方と悪い打ち方　マイナビ

　　　　 　　   　サイン本　裏定石辞典　マイナビ

武井  大心 二段　 色紙３枚

フイトラ ラフィフ シドキ 初段　色紙３枚
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１）参加チーム

小平市 国分寺市 町田市 調布市

三鷹市 東村山市 八王子市 狛江市

小金井市 武蔵野市 青梅市 国立市

多摩市 稲城市 日の出町 日野市

府中市 昭島市 西東京市 連合

２）参加棋士

鶴山 淳志 八段（稲城市在住）

　熊本県出身

　日本棋院東京本院所属　趙治勲名誉名人門下

　平成11年　入段

　令和2年第76期本因坊戦リーグ入り

楠　光子 八段（多摩市在住）

　東京都出身

　日本棋院東京本院所属

　杉内寿子八段、故本田幸子八段は実姉

　第２、６-８期女流本因坊

　第６・７期女流鶴聖
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10．参加チーム及びご協力いただいた日本棋院の

　　棋士の皆さま

参加

チーム名



武井 太心 二段（多摩市在住）

　東京都出身

　日本棋院東京本院所属

　平成30年　入段

フィトラ ラフィフ シドキ 初段（日野市在住）　

　インドネシア出身

　日本棋院東京本院所属

　令和2年　入段
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11．ご協力いただいた団体、個人

・指導碁盤・盤石：囲碁ふれんど

・指導碁椅子：フリック株式会社代表　亀井 知孝 様

大会記録－31

・対局碁盤・盤石：調布囲碁連盟、府中市囲碁連盟、

　　　　　　　　　国分寺市囲碁連盟、囲碁ふれんど

・対局時計：調布囲碁連盟、府中市囲碁連盟、国分寺市囲碁連盟

　　　　　　小平市囲碁連盟、稲城市囲碁連盟、濱田 好美 様

　府中市囲碁連盟                 理事長  久保 隆 様

　調布囲碁連盟　                 理事長  遠藤 和宏 様

　囲碁ふれんど                     席亭　  佐々木 疾風 様

　NPO法人ケヤキ囲碁の会   理事長  岡本 哲雄 様

　NPO法人囲碁を楽しむ会   理事長  山崎　泉 様

　囲碁サロン燦々                  席亭　  新垣 未希 様

　府中市議会議員　                           備　邦彦 様



12．大会実行委員メンバー (敬称略）

役　職 氏　　名 市　名

実行委員長 成田　滋 八王子市

実行副委員長 岡本 哲雄 府中市

実行副委員長 堤 加蓉子 国立市

実行副委員長 新垣 未希 調布市

委員 洪 清泉 武蔵野市

委員 森 潔 国立市

委員 金谷 悟 日野市

委員 大島 茂則 三鷹市

委員 冨田 明 東大和市

委員 杉浦 端 小平市

委員 久松 浩治 福生市

委員 渡辺  卓 狛江市

委員 中村 新吉 清瀬市

委員 宮崎 文男 昭島市

委員 藤 賢治郎 小金井市

委員 鮫島 一郎 西東京市

委員 早川  博 青梅市

委員 杵渕 明政 多摩市

委員 稲舟 健治 羽村市

委員 谷本 道夫 国分寺市

委員 中澤 克二 あきる野市

委員 倉橋 幸二 町田市

委員 久保  隆 府中市

委員 富村 栄治郎 東久留米市

委員 松田 憲治 調布市

委員 釜付  功 東村山市

委員 小高 浩之 立川市

委員 池田 正三 八王子市

委員 田中 仙治 稲城市

委員 大石 利宣 瑞穂町

委員 森田  淳 武蔵村山市

委員 吉田　功 日の出町

事務局長 遠藤 和宏 調布市

事務局（運営） 原  博子 府中市

事務局（会計監査） 根市 知宏 稲城市

事務局（運営） 濱田 好美 日野市
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13．事務局スタッフ （敬称略）

役　割 氏　名 市　名

司会 新垣　未希＋ 調布市

全体進行 濱田　好美＊ 日野市

案内・受付 原　博子＊ 府中市

案内・受付 菊池　礼子 府中市

案内・受付 河合　喜代子 府中市

案内・受付 鈴木　みのぶ 調布市

案内・受付 中島　あや子 府中市

案内・受付 唐沢　キイ子 調布市

案内・受付 長澤　郁子 府中市

集計 根市　知宏＊ 稲城市

集計 酒井　幸子 稲城市

集計 増田　一雄 府中市

集計 鯉江　錬太郎 府中市

集計 戸倉　賢二 国分寺市

指導碁 渡邉　芳隆 府中市

指導碁 田村　繁夫 府中市

指導碁 久冨　敏夫 府中市

指導碁 小柳　進 府中市

写真 高木　多恵子 小金井市

全体運営 遠藤　和宏＊ 調布市

＊：事務局、　＋：実行副委員長、囲碁インストラクター
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14．編集後記

１）御礼

本大会に参加いただきました日本棋院４棋士の先生方には、審判長、副審判長として、

また、指導碁対局やファンとの交流において大変お世話になりました。

２）参加チーム数

当初28市町参加を目指しましたが、コロナ禍が終息しない中、９市町が参加を見送り、

19 市町に連合チームを加えた20チームでの大会開催となりました。

日の出町チームには、今回初参加していただきました。

３）参加者数

①団体戦の選手＋団長で250名

②指導碁参加者28名

③運営スタッフ、関係者　30名

その他観客など約100名などより、総参加者数約400名

選手内訳は、子供：25名、女性：40名、シニア：75名

小学生から80代シニアの方まで幅広い世代の交流を図ることができました。

４）お世話になった皆様へ

本大会開催に際して助成をいただいております公益財団法人東京市町村自治調査会様

をはじめ、後援いただいた公益財団法人日本棋院様、株式会社ジェイコム東京様、特定

非営利活動法人ケヤキ囲碁の会様、各市町囲碁連盟／囲碁同好会様、審判や指導碁で

ご参加いただいた鶴山淳志八段様、楠光子八段様、武井太心二段様、フィトラ ラフィフ

シドキ初段様におかれましては、写真撮影、お楽しみ抽選会や商品提供、表彰式対応など

多くの囲碁ファンとの交流に努めていただきました。

５）最後に

コロナ禍で２年続けて中止を余儀なくされた大会ですが、３年ぶりに開催することができました。

大会前日には台風15号が接近、大会当日も大雨が懸念されましたが、交通機関もストップする

ことなく、エントリーした全20チームに参加いただきました。

本大会を立ち上げ、発展に貢献された先輩方に感謝と敬意を表したいと思います。

元実行副委員長　菊池 忠浩様　（2019年10月ご逝去）

前事務局長　　　笹田 俊輔様　（2021年8月ご逝去）

前実行委員長　　馬場 信義様　（2022年3月ご逝去）

来年の第５回大会は、八王子市開催を予定しています。

今回参加を見送られた各市町にも安心して参加いただける状況が整うことを祈念しております。
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