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山田六段（長門）3 度目の王者
＜第 18 回ロータリー全国囲碁大会＞

前列は新藤日本支部長を中心に左に塚本審判長、足立ＳＳＡの大会役員。右にカップ
を手にする山田六段、石井四段、若井５級の３クラス優勝者。４位までの入賞者には記
念楯が授与された。今回も女性が２名参加され大会を盛り上げていただいた。
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ロータリー全国囲碁大会結果

上級者クラス（五段以上）
優勝

山田

準優勝

＞

2019/10/05

中級者クラス（三段～四段）

清六段（長門）

優勝

石井 彦壽四段（仙台）

宮崎 重人六段（福岡城東）

準優勝

迫田 勝明三段（広島中央）

3位

横尾 精二六段（日田中央）

3位

井上 修一四段（仙台）

4位

塚本 利光六段（東京京浜）

4位

田ケ原博史三段（伊勢度会）

初級者クラス（二段まで）
優勝

若井

準優勝

クラブ対抗戦（２人以上）

勲 5 級（宇都宮東）

優勝

宇都宮東ＲＣ

水野 雅生二段（東京銀座新）

準優勝

仙台ＲＣ

3位

山口

3位

東京立川こぶしＲＣ

4位

稲見 京二 5 級（宇都宮東）

達夫２級（東京立川こぶし）

全国囲碁大会の裏方報告
村田洋一（東京銀座新 RC）
ロータリー囲碁同好会（GPFR）は国際ロータリーの親睦団体として日本で初めて公
認され同好会で、韓国、台湾、アメリカ、そして日本の４カ国に支部を持っています。
その日本支部では年に一度、日本全国に呼びかける大きな大会を行っています。そして、
2019 年 10 月 5 日、土曜日に「第 18 回ロータリー全国囲碁大会」が開催されました。
会場は東京・市ヶ谷の日本棋院本院の１階対局室でした。
会場には東北から九州まで、囲碁を愛するロータリアン、総勢 45 名が参加され、囲
碁三昧の一日を楽しみました。主催はロータリー囲碁同好会日本支部、共催は第 2580
地区、第 2750 地区。そしてホストクラブは東京ロータリークラブです

開会式とその準備
定刻 5 分前には参加予定者全員が集まり、定刻の 10 時に、日本支部の新藤信之（東
京立川こぶし RC

初段）支部長による点鐘で大会が始まりました。続いて国歌斉唱、

ロータリーソング「奉仕の理想」の合唱。そして、今度は大会実行委員長として新藤信
之支部長が開会宣言、続いて塚本利光（東京京浜 RC 六段）審判長のルール説明が行

3

われました。そして各クラスの初戦の組み合わせが発表され、対局がスタートしました。
司会は毎年、東京 RC の太田清文日本支部幹事（72 歳

以下太田幹事）が務めてら

っしゃいましたが、今回は少し若返りを図ろうと、東京銀座新 RC の不肖、村田事務局
員が務めさせていただきました。司会雑感は後述しますが、今回の報告では大会準備の
話を少しさせていただきます。
みなさまもご存知ように、この大会は太田局長なくしては成り立ちません。大会の日
程、会場予約、皆様への案内、参加者の集約、参加費の集金、優勝者への盾、昼食のお
弁当差配、大会運営・会計など、全ての段取りを一手に引き受けられているのです。さ
らに、会場に用意される国旗や垂れ幕、ロータリーソング歌詞幕、持ち回りトロフィー
などの備品の数々を、所属されている東京 RC の例会場、帝国ホテルに預かっていただ
いて、大会の度に自家用車でご持参いただいています。元敏腕新聞記者という経歴だか
らこそ成し得る八面六臂の大活躍です。
こうした大会前後の準備や片付けに追われる上に、大会の司会までされてきたのです
から、囲碁大会に参加しても囲碁どころではありません。そうした姿を見てきた私たち
大会役員はただただ頭が下がる思いで、せめて当日ぐらいは、と大会当日のお手伝いが
精一杯でした。その上、今回は太田局長のクラスの参加者数が奇数となり、局長自ら手
合いなしで構わないとの申し出をいただき、囲碁大会ながら、番外対局を一局打ってい
ただくだけの大会となってしまいました。奇数となることはこれからも多々ありますの
で、何か対応策を考えなければなりません。

個人戦とクラブ対抗戦の対局方式
こうした太田局長のおかげで今大会も最後まで無事開催されました。さて、参加予定
の皆さんが揃われてクラス分けと対局者が決まり、第一局が始まりました。対局方式は
スイス方式といって、勝った者同士が対局を重ね、全四局で勝ち星の多い方が優勝とな
ります。全勝者が複数の場合は対局した 4 人の相手の勝ち星数を合計して順位が決まり
ます。今回は 3 クラスとも奇数だったことから、上級クラス（5〜6 段）から一人を中
級クラスに移し、16 名に納めましたので、
一局目で、16 名のうち、8 名が１勝となり、
二局目で、8 名のうち、4 名が 2 勝に、そして
三局目で、4 名のうち、2 名が 3 勝。最後が決勝戦の
四局目で、2 名のうち、1 名が 4 勝。
と全勝者が一人となります。2 位以下は 3 勝 1 敗で何人もいらっしゃいますが、
これは先ほどのスイス方式、それぞれの対戦者の勝ち星数の合計で決めることになりま
す。もし、その勝ち星が同じ場合は高段者、段級位が同じ場合は年齢が高い方を上位に
する、というルールになっています。
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ちなみに中級クラス（3〜4 段）は 14 名（うち 1 名は上級クラスから）
、初級クラス
（5 級から 2 段）は 15 名でしたので、今回はどのクラスも 4 局目が決勝戦となりまし
た。
以上の個人戦の他にクラブ対抗戦があります。これは１クラブからの参加者が 2 名以
上のクラブが自動的にエントリーされます。そして、１クラブからの参加人数は何人で
も構いませんが、その内の勝ち星の多い２名の勝利数の合計で競います。また、参加さ
れる方のクラスは問いません。今回のクラブ対抗戦にエントリーされたクラブを人数の
多い順に紹介すると
4名

東京 RC

〃

東京銀座 RC

3名

豊橋ゴールデン RC

〃

宇都宮東 RC

〃

仙台 RC

〃

東京中央 RC

〃

東京銀座新 RC

〃

広島中央 RC

2名

東京立川こぶし RC

という、9 クラブ、28 名のエントリーとなりました。
さて、対局時間ですが、持ち時間は一局 35 分です。時間切れ負けですので、一局最
長 70 分になります。が、最終局、第四局目だけは 40 分ということになりました。これ
は大会前の役員会議で、時間切れ負けを極力避けたい、という思いとスケジュールとの
兼ね合いを考慮しての結果で、優勝決定戦となる最終第四局目だけを 5 分伸ばしたとい
うことです。
手割りは同じ段級位は互先（黒 6 目半コミ出し）
、一段（一級）差は先でコミなし、
二段（二級）差は二子・・・、となります。時間切れは負け、または審判長の判定とな
ります。これは、時計を使い慣れていない方同士で、時間内には終わるでしょうとの合
意ながら、対局時間が長引いた場合への対応策です。

成績発表と表彰式
本大会では対局でのトラブルは一切なく、対局が規定時間を超えることがあったもの
の、審判長の手を煩わす事なく全部の対局が終わりました。国際大会では、上級者優勝
者は「ロータリー囲碁世界チャンピオン」の称号を得られるものですから、これまで何
度か地域ルールの違いからトラブルも起きたのですが、全国大会はそんな心配はありま
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せん。しかし、審判長が上級者クラスを制覇したことが一度とないのもロータリアンの
同好会としては当然のこととも思えます。

今回の個人戦、クラブ対抗戦で表彰された方々の成績は以下の通りです。

《上級クラス》
清

六段（長門 RC）

4 戦全勝

準優勝 宮崎

重人

六段（宇都宮西 RC）

3勝1敗

3

位

横尾

精二

六段（日田中央 RC）

3勝1敗

4

位

塚本

利光

六段（東京京浜 RC）

3勝1敗

石井

彦壽

四段（仙台 RC）

4 戦全勝

準優勝 迫田

勝明

三段（広島中央 RC）

3勝1敗

3

位

井上

修一

四段（仙台 RC）

3勝1敗

4

位

田ケ原

博史三段（伊勢度会 RC）

3勝1敗

優 勝

山田

《中級クラス》
優 勝

《初級クラス》
勲

5 級（宇都宮東 RC）

4 戦全勝

準優勝 水野

雅生

二段（東京銀座新 RC）

3勝1敗

3

位

山口

達夫

2 級（東京立川こぶし RC）3 勝 1 敗

4

位

稲見

京二

5 級（宇都宮東 RC）

優 勝

若井

3勝1敗

《クラブ対抗戦》
優 勝

宇都宮東 RC

7勝

準優勝 仙台 RC

7勝

3

6勝

位

立川こぶし RC

表彰式は初級クラスから順に行われ、入賞者に新藤大会実行委員長からトロフィー
（持ち回り）と盾が贈られ、記念撮影となりました。なお、各クラスの優勝者は次回か
ら段級位がひとつ上がることになりますので、中級クラス優勝の石井さんは四段から
五段に、初級クラス優勝の若井さんは 5 級から 4 級なのですが、3 級への特別昇級とな
りました。
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司会を終えて
今大会の出場者は 56 歳から 91 歳まででしたが、私は下から二番目の若さですし、
「NO と言えないロータリー」と教わっていることもあり、司会の大役を務めさせてい
ただきました。微力ながら役員の一人として数年前から参加しており、大きな流れはわ
かっているつもりでも、いざ司会となると緊張します。太田局長の資料をもとに司会用
の進行資料を作って臨みました。
司会をさせていただいて感じたのは、やはりロータリアンの皆様の礼儀正しさと協調
力、そして寛容力でした。少々の時間のズレにも対応いただけましたし、長引いた対局
にもご理解を示していただきました。もちろんミスのないように務めましたが、何とい
うか、会場の空気、それは参加者の皆さんのお人柄が生み出すものでしょうが、がとて
も穏やかでかつおおらかな空気が流れていました。そうした中、安心して司会の務めを
果たすことができましたこと、皆さまに心より感謝申し上げます。
最後に一つ希望を申し上げますと、参加者は少しずつですが年々減少しています。何
とか囲碁人口、それもロータリアンの囲碁人口、そして大会への参加人数を増やしてい
きたいものです。私事ですが、親クラブなどとの合同の囲碁会などでは新しい方が増え
ていますが、自分が所属しているクラブでの囲碁同好会では入門者が何人かはいるもの
の、なかなか時間がとれず対局ができません。将棋は「入り易く成り難し」、囲碁は「入
り難くなり易し」という言葉を聞いたことがありますが、囲碁はその面白さを感じても
らうまでが大変です。何か良い案はないものでしょうか。同好の士としてみんなで知恵
を出し合えたら素敵だと思います。
（東京銀座新 RC 村田洋一記）

次回全国大会は10月3日（土）
GPFR 日本支部は 2020 年 10 月 3 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 19 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 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）。申し込み
締め切りは 9 月 25 日（金）
。定員 100 人ですので早めにお申し込みください。
大会参加申込書をご利用の上、GPFR 専用 FAX（03－3452－1652）に所属クラブを
通じて送信をお願いいたします。送金方法等は次ページのご案内をお確かめください。
初心者、ご家族のご参加も歓迎いたします
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秋の全国囲碁大会
福島グローバルＲＣの
鈴木美恵子さんのご紹
介で、盲学校生徒ら視
覚障害者に囲碁の楽し
さを広める活動をされ
ている柿島光晴・日本
視覚障害者囲碁協会代
表理事（右）から昼食休
憩にお話をしていただ
きました

上級者優勝決定戦。山田六段（左）は１
年間「ロータリー囲碁日本チャンピオ 経費節約のため、対局前に名刺交換をお願
ン」の称号が与えられます

いしております。

東京新都心の加藤明子四段には受付等を
入賞者２名が揃い、クラブ対抗戦で優勝 お願いしながら、中級クラス優勝者（右）
した宇都宮東 RC。

に敗北したものの２勝をあげました。
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４月 11 日（土）に台湾開催
第 21 回ＲＩ囲碁大会
GPFR（本部台湾）は 2020 年 4 月 11 日（土）
、12 日（日）の両日、台湾・桃園市で
「第 21 回ＲＩ囲碁大会」を開催します。3 クラス制、スイス方式による早碁戦で、11
日夕に歓迎晩餐会、12 日は対局のあと表彰式と懇親会の予定です。
今回も日洋航空㈱にお願いして 2 泊 3 日の団体旅行を会員割引で企画しております。
同封の「参加申込書」に団体旅行か個人手配かをご記入の上、所属クラブよりＦＡＸで
お早めに送信してください。日本支部より大会要領と振込等詳細についてご案内します。
登録料（晩餐会、懇親会、お土産、同伴者観光費用等を含む）は 19000 円。個人参加
者も事前に日洋航空宛に振り込みをお願いいたしますので、大会要領をご確認ください。
また、ご家族の同伴も歓迎します。個人参加の締め切りは 3 月 28 日（土）です。

会費納入のお願いと全国大会のご案内
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。
年会費は、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、
「2020～21 年度会費」として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 11 日（土）の「ＲＩ囲碁大会」に参加ご希望の方は、上記の通り同封の「参加申込
書」にご記入の上、急ぎ FAX（03－3452－1652）で送信して下さい。
なお、会費の振込み手数料（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、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

