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 ～ご挨拶～                               

日本棋院常務理事 

重野 由紀 

予期せぬうちに平成最後の年です。入段から今まで

のほぼ30年、平成と共にあります。入段して突如道が開

け人生が輝きましたが、入段することが目標だった私は

それを手に入れた時に見えたバラ色の景色は長くは続

かず、しばらくすると喪失感に襲われ再び道に迷いまし

た。 

その後1996年末に日本を飛び出しイタリア、ヨーロッパを中心に囲碁普及のお手

伝いをしようと決めたのは、道を失い途方に暮れた末の決断です。世界でプロ組織が

あるのは極東アジアの限られた国だけで、それ以外の国々はすべて愛好家皆さまの

尽力によりここまで広がりました。そうした皆さまの熱意に感激し私なりの応援ができな

いかな、と考えたのが発端です。 

 インターネットが各家庭に普及し始めた頃で、ネット上で見つけたヨーロッパ子ども大

会に出向いたのが初めての活動でした。場所はスロバキアの首都ブラチスラバでし

た。ムッソリーニが建て映画の舞台にもなったミラノ中央駅から夜行列車でプラハへ入

り、市内のスロバキア大使館に出向いてビザを取り再び電車でブラチスラバへ。ヨー

ロッパが統合され国境がなく一つの通貨で何でも買える今とは違い、その当時の旅に

は様々な配慮が必要です。電車で通過する国のビ

ザを持っていなくて、見知らぬ国境の街で電車を降

ろされたこともありました。今では懐かしい思い出で

す。 

 ブラチスラバで待っていたのはヨーロッパ各国から

集った200人あまりの子どもたちと、指導の先生たち

でした。各国の先生方と仲良くなり、現地の様子を

聞くなかで次に出向く指導計画がいくつも生まれ、

そうした活動の積み重ねで10年の年月を駆け回る

ことができました。 

 近頃は「タイトルを獲る！」「世界を目指す！！」

夢を大きく掲げる新入段者が多く、というか普通で

頼もしいです。夢に真っ直ぐに、来たるべき新しい時

代を突き進んで行って欲しいと心から願います。 
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 日本棋院棋士  

 下島陽平 八段 
 

 

 

 

  

 富山県の皆様、 

 いつもお世話になっております。 

  

 廣田会長をはじめとした、皆様のサポートの中で、こちらに通うように 

なって10年近い歳月になります。本当に早いものですね。 

おかげで僕も順調に歳を重ね、順調に40歳になりました（笑） 

おかげ様で、たくさんの人に出会うことができ、囲碁を通して様々な経験 

をさせていただいています。自分の対局を一生懸命打つことは当然のこ 

となのですが、こうして地域に密着することで、他の棋士にはなかなかで 

きない経験をさせて頂いています。 

 もしこの先10年、同じ活動ができたとしたら、小さな子供だった人が大人 

になり、自分の子供を連れて来てくれるのかなぁ。などと、楽しい想像を 

膨らませたりもします。 

 それから、囲碁は人を若くする気がしてなりません。 

碁を打っている人生の大先輩方は本当に元気！ 

ぜひこれからも碁を打って、目一杯楽しんでいただきたい。 

年齢、棋力を問わず、笑いながら、時にケンカになりながら（笑） 

碁を楽しんでいきたいものですね  
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 日本棋院棋士  

 吉原由香里 八段 
 

 

 

  皆様こんにちは。ご無沙汰しております。今年はねんりんピックで久しぶりに 

 富山に行くことができてとても嬉しかったです。 

 何年かぶりでも変わらずお元気そうな皆様にお会いできて何よりでした。 

 この数年の間に富山から二人の棋士が登場したのですね！ 

 皆様の長らくのご尽力、そしてユーモアと熱意溢れる下島陽平八段の 

 お力も大きいのではと思います。 

  今、囲碁界は強いＡＩの登場で大きな変化が生れ  

 ています。棋士達がＡＩの考え方を取り入れるのは 

 日常になってきました。 

 ですが変わらないのは人同士の対局の魅力ですね。 

 今回の名人戦は特に激しく、多くの方たちが夢中に 

 なりました。そして今回の張栩名人誕生は、我々世代 

 に元気を与えてくれました＾＾ 

  とかく若手が強くて注目を集めることが多くなってき 

 たこの頃‥しかし棋聖戦の挑戦者には山下敬吾九段 

 も登場し、まだまだベテランの底力も見せつけています。 

 私達世代も頑張ります！ 
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 大表二段は順調な成長を遂げている。 

当然ながら、群雄割拠、プロの世界は決して楽

ではない。年間を通して、時には、白星を伸ば

せず、プロの壁を感じながらも、それでも「囲碁

が大好き」と子供のころからの気持ちを失わ

ず、一歩一歩、しっかりとした歩みを続けている

ことが素晴らしい。 

 小林覚九段や王銘琬九段などのビッグネーム

に勝利し、また、テレビ棋戦の竜星戦の初戦、

呉柏毅四段に勝利したのを皮切りに、二回戦

小山栄美六段、三回戦では内田修平七段を

破り三連勝は見事！！続く四回戦では伊田篤

史八段には敗れたが、十分にファンを楽しませ

てくれたことだ。 

 富山のイベントにも、数多く参加しており、一

層の活躍を期待できる一年になるだろう。（風）  

「（前半は良かったのですが）後半から負

けが込んで満足できない成績、内容でし

た。来年は特に目標はありませんが、少

しでも強くなれるように努力します」  

  皆さんこんにちは！毎日いかがお過ごしでしょうか。私の

プロ三年目が終わろうとしていますが、また去年と似たような

成績になりそうです（笑） 

 ただ今年は竜星戦で何局か自分の碁を富山の囲碁ファン

に見て頂く機会が増えて、棋士冥利に尽きる思いです。 

 これまで数多くの対局を経験して、「負ける」というのは必

ずついてきますが、最近は一生懸命やって負けたのならしょ

うがないと思えるようになりました。負けていつまでたっても

悔しがっても意味がないし次の対局はやってきますから。 

 今の20歳前後の世代は強い人が多く、なかなかそこで抜

け出すのは大変だと思いますが、日々勉強して少しでも成

長していけるように頑張ります。 

 よろしくお願いします。 

日時：2018年5月10日 

場所：日本棋院ネット対局 結果：黒275手完 黒中押し勝ち 

  白：小林 覚 九段    黒：大表 拓都 二段 
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9月13日 北日本こども新聞のインタビュ記事から抜粋 

 こんにちは。長徳徹志です。 

 プロデビューして半年以上経ちまして、まだ手合いは8局（11月

9日時点）しか打っていないのですが、棋士の研究会に参加する

機会が増え、あらためてプロの世界の厳しさを実感しています。 

 手合いの成績は６勝２敗と満足できる結果なのですが、研究会

では、最近少し負けが込んできています。ですが、富山の方々

からの応援を想いだして、折れずに毎日頑張れています。皆様

からの応援はモチベーションの向上に繋がりますので、是非とも

応援よろしくお願いします。 

 話が少し飛びますが、この原稿を書いている一か月前にビッグ

碁で指導碁と公開対局、そして解説をさせてもらいました。慣れ

ない事ですので緊張しましたが、アマチュアの時に下島先生に

受けていた指導碁を自分がしていると思うと、とても嬉しく思いま

した。下島先生との指導碁をいつも楽しみにしていたので、僕も

富山のみなさまにとって下島先生のような存在になれるよう、普

及活動の方も頑張りたいと思います！よろしくお願いします。 

 6月の松本奈代子二段との対局は、記念すべき、棋士

としてのデビュー局。長徳君は待ち遠しくて仕方なかった

ことだろう。以降、「全力を傾けて」一局一局の積み重ね

が彼の財産となっていく。 

 今年の年間成績は、10勝5敗！本人は「まずまずの成

績だったと思います。今年は昇段目指して頑張ります。」

と落ち着いたコメント。これからの活躍が楽しみだ。（風） 

日時：2018年6月11日 

場所：日本棋院中部本部 結果：白174手完 白中押し勝ち 

  白：長徳 徹志 初段    黒：松本 奈代子 二段 

●なぜプロになったのですか 

長徳「自分の好きなことを仕事にしたかったので、プロにな

りました。プロは囲碁にかける思いが強いです。一局一局

真剣に取り組んでいます。 

〇毎日どれくらい練習しますか 

長徳「1日6時間、詰め碁などをします。詰め碁は地味だけ

ど、必要な力、感覚的な力がつきます。正解を導くための

勉強です。自分の得意でないことをやらなくてはならない

のは、学校の勉強も同じですよね。自分が好きじゃないこと

をやると強くなります。 

↓画像引用元 

富山の最新ニュース/Webun 北日本新聞社 より引用 

●対局時間はどれくらいですか 

長徳「午前10時に始まり、長い場合、午後11時までかかるこ

ともあります。激しい運動をしたくらいのエネルギーを使うの

で、一日で2キロやせることもあります。棋士は一局打つのに

命を削っています。 

〇対局中、「もぐもぐタイム」はありますか。 

長徳「対局中はとても頭を使うので、頭の回転が早くなるとい

われる飴やチョコレートなど甘いものを食べます」 
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３月１８日（日） 

「第28回 級位者囲碁大会」 

■級位者から有段者まで約７０名参加！ 

■指導碁、ジャンケン大会 

■ゲストは４月からデビューの長徳徹志初段も★ 

☆大会成績☆ 

■無差別クラス 

１位 前  景陽(富山) 

２位 堀田 晃生(黒部) 

３位 永田 大和(黒部) 

 

■Ａクラス(1級〜4級) 

１位 山田 湘太(黒部) 

２位 森  隆生(黒部) 

３位 室谷 富男(射水) 

 

■Ｂクラス(5級〜9級) 

１位 宇治山大輝(小矢部) 

２位 高松 誠人(黒部) 

３位 宮寺 誠 (黒部) 

ジュニアが年配の方を超える参加数に！ 

越中座で開催！ 

＜内容＞

■Ｃクラス(10級〜14級) 

１位 弥忠田煌希(黒部) 

２位 坂井 綾花(高岡) 

３位 大山 寛翔(黒部)  

 

■Ｄクラス（15級〜19級） 

１位 麻生 憲二(黒部) 

２位 千葉 拓実(高岡) 

３位 永田 武蔵(黒部) 

 

■Ｅクラス（20級〜） 

１位 森 えりる(黒部) 

２位 水戸 陽希(高岡) 

３位 定司 清之介(南砺市) 

廣田会長、へいちゃん、長徳初段のご挨拶 

廣田会長 開会挨拶 

「今年で28回目。一回目は参加150名ほどで年配

の方ばかりでした。今ではジュニアの方が多くなりま

した。囲碁は勝って喜び、負けて反省して強くなる

ゲーム。今日は、長徳君が棋士として帰ってきてく

れました。 
 

長徳徹志 初段 

「昔、この大会で負けたことがあります。下島先生の

指導碁にも負けて悔しかった。今日はたくさんの方

と対局したいです。」 

下島陽平 八段 

「日本棋院中部総本部のプロ棋士４５名の内、吉岡

先生の一門が１１名。 僕が第１号で長徳くんが１１

人目。同じ門下で切磋琢磨していきたい。」 

囲碁界に春を告げる級位者囲碁大会が3/18(日)、越中座

で開催され約70名が参加した。 

ゲストはおなじみ、へいちゃんこと下島陽平八段と4月から

デビューする長徳徹志新初段。 

まずリーグ戦で３局。その後、トーナメントで２局。 

最高年齢差は約７０才でした。 

へいちゃんと長徳初段の指導碁も同時進行 

長徳初段、早くも人気者♪ 

表彰式。無差別級1位は、前景陽くん小学2年生。 

将来が楽しみです。              （宮崎 勇人） 
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４月１５日（日） 

「第５回 下島陽平杯 
        ～囲碁の集い～」 
県内外から４０チーム、１２０名が参加！ 

応援含め約１５０名が集結！ 

☆大会成績☆ 
★最優秀賞★ 「へいちゃんず」 

 （竹宮秀紀 森川紗衣 中島恒雄） 
 

■優秀賞  「ラブ、イズ、大場あ」 

 （長尾華奈 長尾想太 押尾憲三)  
 ※同率決戦,ジャンケンで負けて２位。 

■優秀賞  「ねいの風」 

 （高正信広 柞山昭 吉畑政昭） 

■優秀賞  「悠々倶楽部」 

 （太田英一 野沢幸広 蔵敏明） 

■優秀賞  「花より団碁」 

 （辻桜織 嵯峨愛 小林解也） 

■優秀賞  「落碁老人」 

 （武山洋一 沢田正平 朝日繁） 
 

★全勝賞★ 

  上野 仁  太田英一 吉畑政昭 

  山本敏夫 松田彩聖 今川正光 

  小林解也 長尾華奈 長尾想太 

  北林忠義 竹宮秀紀 前景陽 朝日繁 

廣瀬副会長 挨拶 

「全国的に天気が悪いのでまさに囲碁日より。 

 今日は楽しんでください。」 

へいちゃん先生 

「今日は富山県だけでなく，愛知県・埼玉県・石川

県からも参加。全国的な大会になってきました。

賞品もいっぱいです。どれくらいですか？」 

廣瀬  

「たくさん用意しました！」 

へいちゃん先生  

「数を聞いたんですけど(笑)。今日はいつもの廣

田会長が息子さんの結婚式で東京です。廣田さ

んが不在でも皆で楽しみましょう。」 

県内外から４０チーム１２０名，応援を含めて約１５０

名が参加しました。梅沢由香里杯(２回)に続き、下島

陽平杯も５回目になります。 

３人一チームの団体戦。棋力で分けないので、上

は七段格の県代表クラスから、下は１０級台の初心者

レベル（１９路盤で打てたらOK）までが、一つのクラス

で交流するイベントです。七段と１５級が当たると２１子

の置き碁！断然下手を応援したいのですが、さてど

ちらに女神は微笑むのでしょう！想像しても楽しいで

すね。 

対局が終わればノーサイド、老若男女、話に花が

咲くのが今大会の特徴、囲碁の魅力がいっぱい詰

まっている大会です。            （宮崎 勇人） 

★次回も遊びに来てね★ 

 ★Best ネーミング！★ 

『碁(ご)だね〜。そだね〜。』  

 ★２位  

 「段五三兄弟」      

 「花より団碁」         

 「囲碁を奏でる」   
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５月６日（日） 

「第12回 朝日アマ名人戦」 

☆大会結果☆ 

優勝 宮岸 黎明  (黒部市) 

 ２位 内藤 亮    (滑川市) 

 ３位 竹宮 秀紀  (黒部市) 

 ４位 廣瀬 茂    (富山市) 

 ５位 朝倉 隆    (黒部市) 

 ６位 和田 博司  (高岡市) 

 ７位 藏島 大造  (富山市) 

 ８位 原  洋一   (高岡市) 

 ９位 要明 英徳  (高岡市) 

１０位 川原 岳史 (小矢部市) 

小・中学生の２名を含む計１６名が 

県代表を争う！ 

■決勝… 

『宮岸 黎明』 VS 『内藤 亮』 

■優勝者の宮岸さん（右写真） 

は、６/３０～７/１開催の全国大

会へ３度目の挑戦！  

日時：2018年5月6日 

場所：富山県民会館 結果：白172手完 白中押し勝ち 

白：宮岸 黎明（六段 黒部市）黒：内藤 亮（六段 滑川市） 

代表常連の宮岸さん! 圧巻の対局!  

強豪16名が県代表を目指しました。 
 

朝日新聞 富山支局 中川恒支局長挨拶 
 

「アマ名人戦富山県大会から、大表拓都さんが全国 

アマ名人に、そしてプロ棋士の道に進んだ。 

 また高校生の長徳徹志さんが今年プロ棋士になっ

たことも素晴らしい快挙でしょう。隣のフレンズ碁でも

子供たちが元気に囲碁を楽しんでいます。二人に続

いてほしいです」。 
 

へいちゃん先生挨拶 
 

「富山県の人たちは真剣に囲碁に取り組んでいてレ

ベルも高く、県代表になるのは大変です。三年間で

二人もプロ棋士が誕生するのは大変なこと。日頃の

研鑽を発揮して、頑張って下さい。」 
 

1人4局のスイス方式で戦った結果、見事優勝に輝い

たのは、代表常連の宮岸さん。「勝敗は気にしていま

せん。納得がいく手が打てれば・・・」といつも通り、平

常心で臨んだとのことですが、どの対局も圧巻の内

容でした。  

●全国大会結果● 6/30～7/1 

一回戦 ・・・ 深堀正雄（長崎）〇  

二回戦 ・・・ 長谷  泉（茨城）● 

＊優勝 栗田佳樹（招待選手） 
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5月20日（日） 

■強豪１２名がしのぎを削りあう！ 

■優勝者は全国大会へ! (日本棋院) 

「第64回 全日本アマチュア 
        本因坊決定戦」 

☆大会成績☆ 

★優勝★ 

内藤 亮 （滑川市） 

全国大会出場！ 

★準優勝★  

和田 博司 (高岡市) 

★３位★   

竹宮 秀紀 (黒部市) 

日時：2018年5月20日 

場所：富山県民会館 結果：白198手完 白中押し勝ち 

白：内藤 亮（六段 滑川市）黒：和田 博司（六段 高岡市） 

富山県予選代表は内藤さんに決定! 

全国大会への切符を目指し今年もアマチュア

本因坊富山県予選が開催され、強豪12名がし

のぎを削りました。 

注目はなんといっても久しぶりの県大会出場で

最年少の橋本光陽くんと北日本本因坊戦でも

好調をキープしている大本命の内藤さん。 

二人の戦いぶりに目が離せません 

一回戦でいきなり激突。内藤さんが貫録の勝

利でした。私はというと・・・やはり１局目はだめ

ですね 笑 

２回戦・３回戦と進み、全勝者の二人が４回戦

で決勝戦を行いました。勝ち上がったのは和田

さんと内藤さん。後半石の折衝から内藤さんが

抜け出し勝利。 

本因坊戦では初めての全国大会への切符を

手にしました内藤さん、全国大会でも力を出し

切って頑張ってきてください！（永田 秀明） 

●全国大会結果● 8/18,19 

優勝 … 平岡 聡 （東京） 
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6月24日（日） 

■小学生を含む強豪１０名が集結！ 

■同会場では第３２回フレンズ碁開催！ 

「第39回 世界アマ選手権」 

☆大会成績☆ 

★優勝★ 

藤平 琢磨 （富山市） 
 

優勝コメント 

「今回の大会ではこれまでで 

最高のベスト８を目指したい！」 

★準優勝★  

源 明彦 (高岡市) 

★３位★   

内藤 亮 (滑川市) 

日時：2018年6月24日 

場所：北日本新聞社 結果：白157手完 黒中押し勝ち 

白： 源 明彦 （黒部市）  黒： 藤平 琢磨 （富山市） 

後半の巻き返しで代表を射止める!  

小学生1名を含む強豪10名が参加。県

代表を懸けて激闘に次ぐ激闘が繰り広

げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイス方式によるリーグ戦でしたが、決勝

に進んだのは、藤平さんと源さん。序盤

は、源さんが大斜の戦いから、一本取った

形で、優位に進めました。が、中盤以降、

藤平さんは徐々に巻き返し、見事に代表

の座を射止めました。 （藤平さん：写真中央） 

●全国大会結果● 9/15～16 

一回戦…田嶋 功一（大分）〇 二回戦…杉田 俊太郎（滋賀）〇  

三回戦…蔵元 実（奈良）●    ＊優勝…川口 飛翔（埼玉）16才！ 
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板倉 均     （北日本新聞社社長） 

増田 昭治   （囲碁サロン天元） 

犬島 伸一郎 （元北陸銀行頭取） 

飴   久晴   （コーセル創業者） 

要明 英雄   （元三協・立山ＨＤ社長） 

廣田 徹     （日本棋院富山県支部連合会会長）  

長徳徹志さんを 

   『励ます会』（激励会） 

３月１７日（土） 

発 起 人 代 表 挨 拶  板 倉 均 さ ん 

「大表さんに引き続いて，富山県から長徳初

段（日本棋院中部総本部プロ棋士）が誕生し

た。北日本本因坊戦を主催している北日本新

聞社として、北日本本因坊タイトル経験者が 

２人続いてプロになって喜ばしい」  

師匠挨拶  日本棋院中部総本部 

吉岡薫八段  

「最初、家へ入門したときは手厚い碁を打って

いた。入段試験は10勝0敗。打ち方が積極的

になった。この調子で伸びてほしい」  下島八段「今年度の目標は？」 

大表二段「タイトルを狙えるように」 

下島八段「大表さんの去年の21勝10敗は立派な 

       成績。日本棋院でもトップレベル」 

長徳初段「勉強して強くなりたい」 

吉岡八段「囲碁ファンあってのプロ棋士であることを 

       忘れずに。初段1年目は２０勝を目標に」  
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日時：2018年3月17日 

場所：北陸電気ビルディング 結果：白116まで 打ちかけ 

  白：長徳 徹志 初段    黒：大表 拓都 二段 

★発起人 犬島 伸一郎 さん  

「琴棋書画(きんきしょが) と言われるが、学校教育では、琴(音

楽)、書(書道)、画(美術)は行われているが、棋が抜けている。将

棋の中原名人の高柳師匠は、高校へ進学せず将棋に人生を懸

けろ、と説いた。米長名人は、兄三人は頭が悪いから東京大学

へ進学したが、私は頭がよかったので将棋指しになったと言っ

た。人生を懸けて囲碁に精進してほしい」  

★発起人 要明 英雄 さん 

「失敗をいっぱいして、乗り越えて強くなってほしい」  

★発起人 飴 久晴 さん  

 「こころざしを高くもってほしい」  

★水野 英毅 さん 前日本棋院富山県支部連合会 会長 

「約５年前、北日本新聞で長徳VS舘戦の囲碁観戦記を担当し

た。王子さまが現れたと思った」  

★神野 正昭 さん 石川県支部連合会 会長 

「全国大会で大表さん、長徳さんとも当たった。負かした相手は

皆プロになった。」  

★天元マダム吉中 洋子 さん 

「小さい時から土日、夏休みにいつも来て本当に努力し

ているのを見ていた。こんなに強くなって嬉しい」  

★若岡 忍 さん 

「最初は４子で負かして、悔しそうな顔をしていた。だけ

ど１年で全く勝てなくなった」  

★朝日新聞 中川 恒 支局長 

「朝日アマ名人だった大表拓都さん、富山県代表だった

長徳さん。朝日アマ戦より巣立ってくれて嬉しい」  

★高橋 秀和 さん  

「将棋の藤井聡太に負けないような連勝記録を！」  

★長徳さん おじいさん 

「お父さん、お母さんへの感謝の気持ちを忘れずに」  

♥長徳さんお礼の談話 

「みなさんの応援のおかげで棋士になれました。まだま

だ弱いですが、一生懸命勉強して、タイトルを狙える棋

士になりたいです。今日はこのような盛大な会を催して

いただき、本当にありがとうございました」  


