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各都道府県代表による男女個人戦と団
体戦（男女混成３人）を行います。個人
戦の選手と団体戦の選手を兼ねることは
できません。対戦はリーグ戦とトーナメ
ント戦の要素を兼ね備えたスイス方式に
よる６回戦で順位を決定します。会場で
は、対局が始まると、緊張感が高まり、

石を置く音だけが耳に響きます。すべての対局が終
わった後には、林子淵プロと、本県出身の桑本晋平
プロによる棋譜解説が聞けます。また、１日目は両
プロによる指導対局も行います。囲碁ファンはもち
ろんのこと、少しでも囲碁に興味のある人は、ぜ
ひ、足をお運びください。

※総合プログラムより転載

日 程

■８月１日（水）
開 会 式 ９：２０～９：５０
１ 回 戦 ９：５０～１１：１０
２ 回 戦 １１：３５～１２：５５
３ 回 戦 １３：４０～１５：００
４ 回 戦 １５：２５～１６：４５
■８月２日（木）
５ 回 戦 ９：３０～１０：５０
６ 回 戦 １１：１５～１２：３５
プロ棋士による棋譜解説

１３：２０～１４：２０
閉 会 式 １４：２０～１４：５０

囲 碁
フローラいずも
出雲市西新町２－２４５６－４
TEL ０８５３－２４－９８５７８月１日（水）～８月２日（木）

団体戦対局（左手前は島根県チーム）

開
催
内
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北海道 東京都 滋賀県 香川県
男子個人戦 駒澤大学附属岩見沢 男子個人戦 都立新宿山吹 男子個人戦 県立彦根東 男子個人戦 参加なし
女子個人戦 北海道滝川 女子個人戦 都立日比谷 女子個人戦 県立信楽 女子個人戦 参加なし
団体戦 北海道登別明日中等教育学校 団体戦 國學院 団体戦 県立石部 団体戦 参加なし
団体戦 北海道小樽潮陵 団体戦 早稲田 団体戦 県立米原 団体戦 参加なし
団体戦 北海道札幌南 団体戦 十文字 団体戦 県立米原 団体戦 参加なし
青森県 神奈川県 京都府 愛媛県
男子個人戦 県立八戸中央 男子個人戦 湘南学院 男子個人戦 府立加悦谷 男子個人戦 済美
女子個人戦 県立弘前 女子個人戦 県立七里ガ浜 女子個人戦 京都市立堀川 女子個人戦 県立今治北
団体戦 県立八戸 団体戦 横浜隼人 団体戦 府立東稜 団体戦 済美
団体戦 県立青森 団体戦 県立秦野 団体戦 洛星 団体戦 済美
団体戦 県立弘前 団体戦 日本女子大学付属 団体戦 府立莵道 団体戦 県立西条
岩手県 山梨県 大阪府 高知県
男子個人戦 県立盛岡第一 男子個人戦 県立山梨園芸 男子個人戦 摂陵 男子個人戦 土佐
女子個人戦 県立宮古 女子個人戦 県立都留 女子個人戦 府立春日丘 女子個人戦 土佐
団体戦 県立一関工業 団体戦 駿台甲府 団体戦 上宮 団体戦 高知学芸
団体戦 県立大船渡 団体戦 山梨学院大学附属 団体戦 上宮 団体戦 県立高知小津
団体戦 県立大迫 団体戦 県立甲府西 団体戦 府立北野 団体戦 土佐女子
宮城県 新潟県 兵庫県 福島県
男子個人戦 宮城県仙台第二 男子個人戦 県立佐渡 男子個人戦 県立西宮香風 男子個人戦 中村学園三陽
女子個人戦 宮城県第二女子 女子個人戦 新潟明訓 女子個人戦 雲雀丘学園 女子個人戦 筑紫女学園
団体戦 宮城県築館 団体戦 県立長岡 団体戦 県立青雲 団体戦 県立修猷館
団体戦 宮城県白石工業 団体戦 県立村上中等教育学校 団体戦 灘 団体戦 県立中間
団体戦 宮城県第一女子 団体戦 県立長岡 団体戦 県立尼崎小田 団体戦 県立福岡
秋田県 富山県 奈良県 佐賀県
男子個人戦 県立能代 男子個人戦 県立桜井 男子個人戦 奈良育英 男子個人戦 参加なし
女子個人戦 秋田市立御所野学院 女子個人戦 参加なし 女子個人戦 智辯学園 女子個人戦 参加なし
団体戦 県立男鹿工業 団体戦 参加なし 団体戦 奈良学園 団体戦 参加なし
団体戦 県立秋田 団体戦 参加なし 団体戦 奈良育英 団体戦 参加なし
団体戦 県立秋田北 団体戦 参加なし 団体戦 県立奈良 団体戦 参加なし
山形県 石川県 和歌山県 長崎県
男子個人戦 県立山形東 男子個人戦 星稜 男子個人戦 県立海南 男子個人戦 県立対馬
女子個人戦 県立上山明新館 女子個人戦 大聖寺 女子個人戦 県立星林 女子個人戦 参加なし
団体戦 県立山形霞城学園 団体戦 北陸学院 団体戦 県立桐蔭 団体戦 県立島原
団体戦 県立山形南 団体戦 星稜 団体戦 県立星林 団体戦 県立島原
団体戦 県立上山明新館 団体戦 金沢錦丘 団体戦 県立向陽 団体戦 西海学園
福島県 福井県 鳥取県 熊本県
男子個人戦 県立郡山北工業 男子個人戦 県立道守 男子個人戦 県立鳥取西 男子個人戦 東海大学付属第二
女子個人戦 県立福島 女子個人戦 県立武生 女子個人戦 県立倉吉東 女子個人戦 県立熊本
団体戦 県立磐城 団体戦 県立大野 団体戦 県立鳥取西 団体戦 県立玉名工業
団体戦 県立喜多方 団体戦 福井工業大学附属福井 団体戦 県立倉吉東 団体戦 県立第二
団体戦 松韻学園福島 団体戦 県立武生 団体戦 県立倉吉東 団体戦 県立熊本
茨城県 長野県 島根県 大分県
男子個人戦 県立土浦第一 男子個人戦 松商学園 男子個人戦 出雲西 男子個人戦 大分
女子個人戦 県立日立第一 女子個人戦 松本深志 女子個人戦 県立大田 女子個人戦 県立大分上野丘
団体戦 県立水戸南 団体戦 須坂東 団体戦 県立出雲工業 団体戦 大分
団体戦 常総学院 団体戦 須坂東 団体戦 県立益田翔陽 団体戦 岩田
団体戦 県立水戸南 団体戦 野沢北 団体戦 県立出雲 団体戦 大分
栃木県 岐阜県 岡山県 宮崎県
男子個人戦 足利商業 男子個人戦 鶯谷 男子個人戦 県立岡山一宮 男子個人戦 県立日向
女子個人戦 宇都宮女子 女子個人戦 県立土岐商業 女子個人戦 県立岡山城東 女子個人戦 宮崎学園
団体戦 小山 団体戦 県立岐阜 団体戦 県立岡山朝日 団体戦 県立宮崎北
団体戦 佐野日本大学 団体戦 県立斐太 団体戦 県立総社 団体戦 県立宮崎北
団体戦 作新学院 団体戦 鶯谷 団体戦 県立総社 団体戦 宮崎学園
群馬県 静岡県 広島県 鹿児島県
男子個人戦 県立高崎高等養護学校 男子個人戦 県立沼津城北 男子個人戦 修道 男子個人戦 ラ・サール
女子個人戦 高崎商科大学附属 女子個人戦 県立磐田西 女子個人戦 広島工業大学附属広島 女子個人戦 県立鶴丸
団体戦 県立前橋 団体戦 藤枝明誠 団体戦 修道 団体戦 県立鹿児島工業
団体戦 桐生第一 団体戦 磐田東 団体戦 広島学院 団体戦 ラ・サール
団体戦 県立前橋清陵 団体戦 県立富士 団体戦 県立安芸南 団体戦 県立鶴丸
埼玉県 愛知県 山口県 沖縄県
男子個人戦 早稲田大学本庄高等学院 男子個人戦 名古屋市立桜台 男子個人戦 県立下関工業 男子個人戦 沖縄尚学
女子個人戦 県立大宮 女子個人戦 南山 女子個人戦 県立防府商業 女子個人戦 県立那覇国際
団体戦 県立川越 団体戦 栄徳 団体戦 県立徳山 団体戦 県立宮古
団体戦 県立大宮中央 団体戦 県立千種 団体戦 県立山口 団体戦 県立宮古
団体戦 大宮開成中学高等学校 団体戦 県立豊野 団体戦 県立宇部 団体戦 県立南風原
千葉県 三重県 徳島県
男子個人戦 県立木更津 男子個人戦 県立津 男子個人戦 県立城北
女子個人戦 県立市原八幡 女子個人戦 県立宇治山田商業 女子個人戦 県立城南
団体戦 県立長生 団体戦 県立伊勢 団体戦 県立城北
団体戦 県立幕張総合 団体戦 県立伊勢 団体戦 県立城南
団体戦 麗澤 団体戦 県立宇治山田 団体戦 県立城北
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