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4 月 22 日(日)は東京で国際戦
詳細は 5 ページの大会案内と同封の参加申込書をご覧ください

＜第 16 回ロータリー全国囲碁大会＞
2017 年 10 月 14 日 日本棋院

前列中央の新藤信之 GPFR 日本支部長（橙襷）と足立盛二郎審判長（赤襷）を挟ん
で各クラス優勝者と準優勝者の方々。優勝者は優勝カップを手にしています
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16 回ロータリー全国囲碁大会結果

上級者クラス（五段以上）

＞スイス方式

中級者クラス（二段～五段）

優勝

安東 翔太六段（福岡東南 Rotaract）

優勝

宮澤 國雄五段（東京中央）

準優勝

衣川 文明六段（川西猪名川）

準優勝

永田 博巳三段（加古川平成）

3位

竹中 博司五段（豊岡）

3位

井上 修一四段（仙台）

4位

大塚 典和五段（大垣）

4位

濱田 広道二段（東京麹町）

初級者クラス（初段まで）

クラブ対抗戦（複数参加の８クラブ）

優勝

田中 一邦５級（船橋南）

優勝

東京銀座新ＲＣ

準優勝

安本 好勝３級（川崎マリーン）

準優勝

仙台ＲＣ

3位

山口 達夫３級（東京立川こぶし）

3位

東京ＲＣ

4位

中嶋 清重 5 級（東海）
大会はロータリアンのほか、その家族、ローターアクト、インターアクトの参加を歓迎しま

す。また、各クラス優勝者は次回大会では昇級または昇段して登録をお願いいたします。

初登場の RAC 安東六段が旋風
阪大囲碁部キャプテンを務めた弁護士さん
ロータリー囲碁同好会(GPFR)日本
支部主催の「第 16 回ロータリー全国
囲碁大会」は、2017 年 10 月 14 日(土)
午前 10 時から東京・市ヶ谷の日本棋
院本院１階対局室で行われました。
大会は 3 クラスに分かれて、コミ 6
目半のハンデ戦で、持ち時間 30 分の
計時制。今回、2 年ぶりにスイス方式
が復活しました。
大会参加者はこれまでの最低の 43
名(うち女性 1 名)。この日は前日まで
の 30 度の暑さが一転 16 度に下がっ
たためか、6 名に上るドタキャンが相

３
次いだことが大きな要因でした。
しかし、当日の飛び込み参加者や見学希望のロータリアンも現れて、何かと忙しい登
録受付となりましたが、2 年ぶりのスイス方式の採用が功を奏しました。対局の組み合
わせなどに威力を発揮して、大した混乱もなく大会運営をスムーズに進めることができ
ました。
大会は新藤信之・日本支部長(東京立川こぶし)の点鐘、国歌とロータリーソング斉唱
に続いて、新藤支部長が開会の挨拶。この中で、最高齢者と初の登場となったローター
アクトを紹介して、立ち上がったお二人に会場から激励の拍手が送られました。
大会審判長は前回に続き足立盛二郎六段(東京銀座)にお願いして、足立審判長より大
会ルール等の説明の後、
「対局はじめ~」の号令とともに 4 戦予定の対戦がスタートしま
した。
午前に 2 局は計時制ですのでスムーズに運び、昼食休憩中に GPFR 理事の金澤拓平
五段（東京青山）から 6 月に開催予定のアトランタＲＩ国際大会への参加の呼びかけが
あり、いつも国際囲碁大会の団体ツアーを格安でお願いしているご縁で今回のＲＩ大会
も囲碁の繋がりでご配慮があるようです。
昼飯は今半の特別弁当を用意しました。会員の年齢差があってご飯の量については意
見がまちまちで、毎回気を遣うこととなります。

中級者は宮澤五段(東京中央)が完勝
初級者優勝は田中 5 級(船橋南)
午後 1 時 30 分より再開。午後の対局も 2 戦あって、足立審判長を悩ますような事態
はありませんでした。
対戦はスイス方式のため、4 局が終わり次第、順位が確定しますが、初級者クラスは
出場者 11 名の中で、田中 5 級が 4 戦全勝で文句なしの優勝。3 勝 1 敗が安本 3 級と山
口 3 級の 2 名となり、勝ち点の差で安本 3 級が準優勝に決まりました。田中 5 級は安
本、山口両３級を破っており、次回は是非 3 級でエントリーをお願いいたします。2 勝
2 敗が 3 名。この中で中嶋 5 級が勝ち上がり、これも次回は 4 級でお願いします。
中級者クラスは 13 名が出場。宮澤五段が組合せの事情により上級者クラスからクラ
ス替えをお願いした結果、実力差により圧倒。全勝優勝を遂げました。
3 勝 1 敗が 3 名並ばれて、これも勝ち点によって 2 位から４位が確定しました。準優
勝の永田三段は優勝決定戦で破れましたが、GPFR 理事で 2000 年 3 月開催の第１回神
戸国際大会からの連続出場者です。
上級者クラスの優勝者は 1 年間、「ロータリー囲碁日本チャンピオン」の称号を名乗

４
ることが許されます。
上級者参加者は急なドタキャンが相次いだのですが、結果 19 名での対局となりまし
た。目を見張ったのは、安東六段でした。午前の 2 局に全国大会優勝経験者二人を打ち
負かせ、昼食の時間にはヒーローになっていました。

上級は３勝１敗者が４名に
安東六段はローターアクトで、福岡の法律事務所に加わる現役の弁護士さん。聞け
ば、大阪大学囲碁部キャプテンを務めた強者でした。快進撃は午後も続き、全国大会常
連の二人の古豪を難なく下してしまい、大学囲碁部の実力を示したのです。 安東六段
には次回七段でエントリーを強くお願いしました。 以前、院生のご子息の参加を打診
されたことがありましたが、この時は流石にご遠慮していだだきました。今回は役員会
の議題に上げて、ローターアクトということでエントリーを認めた経緯がありましたが、
正直こんなに活躍されるとは思っておりませんでした。流石だなとの声援があり、優勝
カップを手にした安東六段に会場から暖かな拍手が送られていました。
上級者クラスは激戦となりました。安東六段の活躍によって優勝経験者が脱落してし
まった結果、思わぬ展開となったのです。
３勝１敗が衣川六段、竹中五段、大塚五段、金澤五段の４名に横並びになってしまい
ました。皆さんに入賞楯をお配りしたいのですが、４位までなので金澤五段は GPFR 理
事なのでご辞退されました。
申し訳ないことは、足立審判長が全敗されたことです。対局の模様を観察したり、対
局者の組み合わせを決めたり、スイス方式の確認に追われたりで、碁盤に集中できなか
ったことにあります。大会 16 回目を迎えましたが、審判長がチャンピオンになった例
はこれまでありません。ことさら前年に続いて審判長をお願いしてしまい、何とも言え
ずただただ頭が下がります。
日本支部幹事

太田清文（東京 RC）

ホームページを改定しました
gopfr.org を検索してください
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国際囲碁大会のご案内
日本、韓国、台湾、米国 4 支部対抗戦
RI 公認の親睦団体であるロータリー囲碁同好会(GPFR)主催の「第 19 回ロータリー
国際囲碁大会」が、2018 年 4 月 22 日(日)に東京・市ヶ谷の日本棋院本院でおこなわれ
ます。日本、韓国、台湾、米国の囲碁好きのロータリアンが集まって碁盤を通じて、毎
年春に国際交流を図る集いです。
大会は上級者(五段以上)、中級者(二段~四段)、初級者(初段まで)の 3 クラスに分かれ、
上級者優勝者は 1 年間「ロータリー囲碁世界チャンピオン」の称号が許されます。コミ
6 目半、持ち時間 30 分の計時制。スイス方式の 4 回戦を予定しております。
会場は 2 月に新装となる 2 階大ホールでの開催です。プロ棋士による多面碁も行い
ますので、腕自慢のロータリアンを是非ともお誘いください。
また、対局後は近くのホテルアルカディア市ヶ谷 6 階宴会場の「霧島の間」で、午後
6 時より表彰式に続いて懇親会を開きます。このため、4 月 21 日(土)と 22 日(日)は同
ホテルの宿泊予約を受け付けています。予約は、同封の「国際大会参加申込書」に宿泊
の希望日を記入してください。宿泊費は割引になっておりますので、早めにお申し込
みください。いずれも朝食代込みです。
シングル 9,400 円（通常 10900 円）

ツイン 2 名使用 16650 円（同 19850 円）

宿泊費はチェックアウトの際に各自で清算をお願いします。
大会参加はメイクアップ(国際奉仕)になります。初級者及びご家族、ローターアクト
のご参加も歓迎します。参加申し込みは、お名前、地区、RC 名、段級位、電話と FAX
番号を明記の上、所属の RC 事務所を通じて GPFR 日本支部宛に FAX(03-3452-1652)
で送信をお願いします。折り返し大会要領を返信致します。申し込み締切日は 3 月 20
日（火）です。
＜記＞
日時

2018 年 4 月 22 日(日)

登録受付 09:00 開会式 09:30

会場

東京・市ヶ谷の日本棋院本院 2 階大ホール

主催

ロータリー囲碁同好会

共催

第 2580 地区、第 2750 地区

ホスト 東京ロータリークラブ
登録料

18000 円(昼食代、懇親会費、賞品代等含む)
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中級者優勝の宮澤國雄五段。クラス

上級クラス準優勝の衣川文明六段。3 勝 1

替えに発奮されたか、４戦全勝の圧

敗者が 4 名の激戦を乗り越えての準優勝杯

倒的な存在感を与えました

初級者優勝の田中文明 5 級。対局者
から実力は 3 級以上との声があり、
次回から 3 級でお願いいたします

ローターアクトの優勝は大会初です

大会には女性参加者がただ一人。東京副都心

大会に不可欠の点鐘、国旗、ホスト

のロータリアンご家族としてのエントリーの

クラブ旗、ロータリーソングの歌

加藤明子五段。前回に続き注目の実力者です

詞、CD、大会役員用のタスキ等は
東京 RC の理事会承認を得て会場
に持ち込んだものです

７
ニュースレターにもっと写真を入れてとの要望にお応えしました
中級 2 位の永田博巳三段

対局者の組み合わせは全て大会審判長の采配による
ものです。スイス方式の対戦表は参加者には、とて
も分かりやすい順位表になっています

初級 2 位の安本好勝 3 級

初級クラスの熱戦

将棋の青野九段(東京)が特別出場に

足立審判長

各クラスとも 4 位まで入賞楯を授与

ご苦労をお掛けしました

８

10 月 6 日（土）に全国大会開催
GPFR 日本支部は 2018 年 10 月６日（土）午前 10 時から東京・市ヶ谷の日本棋院本
院 1 階の対局室で「第 17 回ロータリー全国囲碁大会」を開催します。3 クラス制、1 時
間の早碁戦で、同クラブ上位２人の得点によるクラブ対抗戦も行います。登録受付は
09：30、昼食挟みスイス方式による 4 局の予定。表彰式は 16：00 です。
3 クラスとも上位 4 位まで入賞楯を用意。登録料 7000 円（昼食代等含む）の予定。
申し込み締め切りは 9 月 28 日（金）。定員 100 人です。
全国大会の詳細及びお申し込みは 4 月 22 日の国際囲碁大会終了後に、改めてご案内
いたします。今から今年のスケジュールに大会参加を書き込んでください。

会費納入のお願いと国際大会申し込みのご案内
ロータリアンの囲碁仲間を GPFR にお誘いください。新規入会のお申し込みは、ご本人
の地区、クラブ、氏名、年齢、級段位を明記して所属のクラブ事務局を通じて FAX で下記
の GPFR 日本支部宛に送信をお願いいたします。年会費 2000 円。入会金はありません。
2017-18 年度会費未納の方は、同封の郵便振替用紙（口座番号 00100-0-427835 ロータ
リー囲碁同好会宛）をご利用のうえ、６月末までに 2000 円をご送金ください。ロータリー
は 7 月が年度の切り替えですので、年度を明記してご送金ください。
４月 22 日（日）の「ロータリー国際囲碁大会」に参加ご希望の方は、同封の「参加申込
書」に前夜祭参加・宿泊予約等をご記入の上、FAX で送信して下さい。日本支部より折り
返し大会要領・地図・送金連絡等をご案内致します。会員を優先しますので、お早めに大会
参加申込書にご記入の上、送信をお願いいたします。定員 100 名です。クラブ内のロータ
リアン、ご家族のご参加も歓迎いたします。
なお、振込み手数料（100 円）はご負担ください。GPFR は皆様の会費で運営しておりま
すので、何卒、会員の増強と会費の納入のご理解とご協力をお願い致します。GPFR の活動
については新装の HP(http://www.gopfr,org)をご覧ください。

〒104-0031 東京都中央区京橋 2-11-8 全医協連会館 1F
2580 地区ガバナー事務所内

ロータリー囲碁同好会

専用 FAX 03－3452－1652
日本支部長

PDG

新藤信之

