
参加者募集
棋力は問いません

プロ棋士　46人参加

令和4年度 しずおか囲碁まつり
開催のご案内

【開 催 日】令和５年２月１８日（土）～２月１９日（日）
【開催場所】 静岡市民文化会館 
　　　　　 静岡市葵区駿府町２番９０号

【主催】　　　　　　　　しずおか囲碁まつり実行委員会
【後援】　静岡県　静岡商工会議所　日本棋院　全日本囲碁協会　静岡新聞社・静岡放送
【協力】　日本棋院静岡県支部連合会　日本棋院静岡支部　碁席「爛柯」



【開催イベント】

【イベントの詳細】

【 参 加 費 】

【 受 付 時 間 】

【 開 会 式 】

■チャンピオン戦
　⃝対局規定：オール互先　黒番６目半のコミ出し　持時間１人４０分
　⃝運　　用：チャンピオン戦予選トーナメント　（２月１８日）
　　　　　　　参加者を８ブッロク（抽選による）に分け、予選トーナメントを行う。
　　　　　　　各ブロックの１位、２位が翌日の決勝トーナメントに進む。
　　　　　　　予選敗退者は両日の自由対局、翌日の個人戦に参加できる。
　　　　　　　チャンピオン戦決勝トーナメント　（２月１９日）
　　　　　　　前日のブロック１位が決勝戦Ａ（８人）
　　　　　　　ブロック２位が決勝戦Ｂ（８人）で対局する。
　　　　　　　各決勝戦は１位から８位まで決定するので、一人は必ず３回対局する。
　　　　　　　決勝戦Ａの優勝者がチャンピオンとなる。
　⃝賞　　金：チャンピオン ３００，０００円
　　　　　　　決勝トーナメントに進んだ方には全員賞金があります。（右表参照）

■２００面打ち
　プロ棋士２９人が順番に廻り指導します。置石は自由。
　１００面打ちを２会場で行います。 

■指導碁
　プロ棋士５面打ちによる指導碁
　２月１８日はプロ棋士２７人、２月１９日はプロ棋士１７人を予定しています。
　指導碁に参加できる方は抽選によります。

■入門・初心者教室
　女性プロ棋士による入門教室
　事前申込は不要　参加料は無料
　受付は２月１８日、１２：００ からとなります。

■個人戦
　⃝対局規定：１段級差　１目のハンデ戦　互先は黒番６目半のコミ出し　持碁は白勝ち
　　　　　　　持時間　１人４０分
　⃝運　　用：棋力に応じ４クラス（階級）に分け、それぞれのクラスで４人１組のブロックを作る。
　　　　　　　そのブロックで３回対局する。
　　　　　　　団体戦と同時進行のため、同時参加は出来ません。
　⃝賞　　品：３勝賞　２勝賞

■昼食・参加賞付き　（参加当日、受付でお支払いください。）
⃝二日間通し　一般　4,000 円　　高校生以下　2,000 円
⃝一日のみ　　一般　2,500 円　　高校生以下　１,000 円

⃝当日申込みの場合　昼食・参加賞なし　自由対局のみ参加できます。
　一般　1,000 円　　高校生以下　500 円

■両日とも　９：00 ～ ９：３０
　参加申込みをした人の受付　受付スタッフは終日配置されます。

■２月１８日　９：４０ ～ １０：００

2月18日㈯ 2月19日㈰
10：00〜17：00 チャンピオン戦予選トーナメント 10：00〜15：00 チャンピオン戦決勝トーナメント
10：00〜12：00 200 面打ち
13：00〜17：00 指導碁 10：00〜16：40 指導碁
13：00〜15：00 入門・初心者教室

9：30〜14：30 個人戦
9：30〜14：30 団体戦

13：00〜14：00 講演
13：10〜14：40 チャンピオン戦決勝戦の解説
15：00〜16：50 チャンピオン戦優勝者とプロ棋士との公開対局

10：00〜17：00 自由対局 10：00〜16：50 自由対局

決勝戦
Ａ

決勝戦
Ｂ

１位 300,000 50,000 
２位 100,000 40,000 
３位 80,000 30,000 
４位 60,000 20,000 
５位 40,000 10,000 
６位 30,000 8,000 
７位 20,000 7,000 
８位 10,000 5,000 

チャンピオン戦賞金

賞金総額　　810,000 円



【 参 加 申 込 】

【参加予定棋士】

【 参 加 確 認 】

【申込先及び問い合わせ先】

⃝申 込 書：「令和４年度　しずおか囲碁まつり参加申込書」
⃝申込方法：郵送又はＦＡＸ
　　　　　　参加申込みは静岡市電子申請システム（https://logoform.jp/f/H9ukL）
　　　　　　からでも可能です。
⃝申込期間：令和４年１０月１７日（月）〜令和５年１月１０日（火）　（必着）

令和５年１月下旬に参加申込みを受理した旨の「参加確認書」（ハガキ）を送付します。

⃝参加申込先及び参加（修正・参加取り消しを含む）に関する問い合わせ先
　〒４２０－８６０２　静岡市葵区追手町５－１
　静岡市役所　文化振興課　TEL ０５４- ２２１- １０４０　FAX ０５４- ２２１- １４０７

⃝イベント内容に関する問合せ先
　〒４２０－００３７　静岡市葵区人宿町１－１－６
　日本棋院静岡支部　碁席「爛柯」　TEL ０５４- ２５２- ８９３４　FAX ０５４- ２５２- ９００５

２月１８日　（２９人）
大竹英雄名誉碁聖　馬場滋九段　山城宏九段　大淵盛人九段	　中根直行九段
村松竜一八段　下島陽平八段　小林千寿六段　山田晋次六段　柳澤理志六段
青葉かおり五段　王唯任五段　井澤秋乃五段　大淵浩太郎五段　原幸子四段　金艶四段
金賢貞四段　万波佳奈四段　奥田あや四段　大澤健朗四段　長島梢恵三段
三村芳織三段　下坂美織三段　伊藤健良三段　武田祥典二段　藤井浩貴二段
羽根しげ子初段　徐文燕初段　羽根彩夏初段　

２月１９日　（１７人）
石田芳夫２４世本因坊秀芳　王銘琬九段　大矢浩一九段　マイケル・レドモンド九段
高梨聖健九段　蘇燿国九段　水間俊文八段　金澤秀男八段	 宮崎龍太郎七段
孔令文七段　知念かおり六段　矢代久美子六段　牛栄子四段	　関達也三段　
兆乾二段　

（中国囲碁協会棋士）　牛力力五段　牛仙仙三段　

大竹英雄	名誉碁聖

石田芳夫	24世本因坊秀芳

■団体戦
　⃝対局規定：１段級差　１目のハンデ戦　互先は黒番６目半のコミ出し　持碁は白勝ち
　　持時間　１人４０分
　⃝運　　用：　３人１組のチームによる団体戦　　（チーム構成は参加申込書に記載する。）
　３人の段級差はなるべく、４段級差以内としてください。
　３人の段・級合計の高いチームから、４チームづつのブロックをつくり、そのブロックで３回対局する。
　個人戦参加者は参加できません。（イベント開催時間が重なります。）
　⃝賞　　品：３勝チーム賞　２勝チーム賞

■講演：マイケル・レドモンド九段による「世界の囲碁事情」

■チャンピオン戦決勝戦の解説（解説及び聞き手はプロ棋士）

■チャンピオン戦優勝者とプロ棋士との公開対局
　対局棋士　高梨聖健九段
　解　　説　石田芳夫２４世本因坊秀芳
　聞 き 手　矢代久美子六段

■自由対局
　⃝対局規定　１段級差　１目のハンデ戦　互先は黒番６目半のコミ出し　持碁は白勝ち　対局時計は使用しません。
　⃝運　　用　基本的に対局相手は自分で探します。
　　　　　　　いなければ、スタッフに申し出てください。スタッフが引き合わせます。１日に何局でも対局が可能
　⃝賞　　品　１日に１２勝以上の方、８勝以上の方、４勝以上の方にそれぞれ進呈

（棋士の段位は、令和４年７月末現在）
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静岡市民文化会館前駐車場
■営業時間　8：30～22：00（最終入庫時間 21：00）
■駐車料金　30分　100 円
　　　　　　（最大料金 1,000 円（8：30～22：00））
　　　　　　（月～金のみ。土・日・祝は最大料金なし）
　　　　　　１泊 1,380 円（22：00～8：30）
■収容台数　246 台
■駐車制限　長さ5.25m以内、高さ2m以内、幅2ｍ以内
■その他　●駐車場は地下にあり、エレベーターはご
　　　　　　ざいません。
　　　　　　出口のスロープをご利用ください
　　　　　●専用駐車場ではありません。
　　　　　　（近隣施設等をご利用の方も利用されます。）

■歩行困難者用駐車場について

■徒　　歩　JR静岡駅北口より
　　　　　　静鉄新静岡駅より

■バ　　ス　JR静岡駅北口より

■タクシー　静鉄新静岡駅より

■バス利用案内

歩行が困難な方が自走で来館される場合の駐車区画が２台分
ございます。
ご利用希望の方には、来館日当日の午前９時から電話
（054-251-3751）にてお受付します。
※２台分が埋まり次第、受付を終了します。ご了承ください。
※ご利用には条件があるため、ご希望の方は、利用の可否を
　事前に会館までご確認ください。

※静岡駅前より乗車し２つ目の停留所です。
静岡駅前→新静岡→市民文化会館入り口

静岡駅前（静岡駅北口停留所）のりば
５番のりば：こども病院線 /唐瀬線 /上足洗線
６番のりば：北街道線 /水梨東高線 /竜爪山線 /東部団地線
※上記の路線はすべて「市民文化会館入口」を通過します。

………………… 約25分
………………… 約10分

………………… 約10分

………………… 約 5分

駐車場案内

会場周辺地図

交通案内


