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日本棋院中部総本部
常務理事

武田祥典

富山県のみなさま、こんにちは。一昨年の六
月末に日本棋院中部総本部の常務理事になり
まして、一年八か月が過ぎました。就任して
か ら、棋 院 の た め、囲 碁 フ ァ ン の た め、棋
士・職員のために出来ることは何だろうかと
模索する毎日です。

昭和49年（1974年）
2月9日生まれ 三重県出身

一昨年八月には、林間学校で立山青少年自然の家にお邪魔させていただきました。未
曽有のコロナ禍で、各種の全国大会や様々な行事がほとんど中止や延期になる厳しい
状況の中、規模を縮小しての開催でしたが、（お母さん・小さい子・若い女性・入門
者・学生・高段者など）、みんなが心を一つにして存分に楽しめたと思います。この
一致団結力をとても素晴らしく、羨ましく感じました。
私が富山県を訪れるのは、思い出せないくらい前だったのですが、温かく迎え入れて
いただき感激しました。また帰る前に山登りにお誘いいただきありがとうございまし
た。山は地元の囲碁ファンの方と三重県鈴鹿のセブンマウンテンに数回行ったことが
ありまして、大好きです。またの機会にご一緒させていただければ嬉しく思います。
富山県は中部総本部の担当地域の中で最も遠く、残
念ながら交通もあまり便利ではありませんが、名古屋
との交流が深まっていくよう全力で努めます。
昨年は、多くの方が本当に大変な思いをされてきたこ
とでしょう。今年がみなさまにとって、少しでも穏や
かな年になりますよう心からお祈りいたします。

囲碁はやはり対面で、和気あいあいと打てるのが一
番だと思います。みなさまに安心して楽しんでいただ
けるよう、今年も中部総本部の棋士・職員が力を合わ
せて、より一層頑張ってまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

支部連合会総会での挨拶

２

３

日本棋院棋士
吉原

由香里

六段

年間成績 7勝14敗
通算成績 422勝383敗
タイトル 第10期女流棋聖位（2007）
第11期女流棋聖 （2008）
第12期女流棋聖 （2009）

昨年から今年にかけてコロナで自由に動きに
くい日々が続いています。そんな時はどうリフ
レッシュするかが大切ですね。
棋士のリフレッシュ法は様々ですが、運動系
に取り組む方が多いです。ジム通いやお散歩と
いう話はよく聞きます。張栩九段がボルダリン
グにはまって、詰碁みたいだと語っていたのは
有名です。以前は競馬競輪、麻雀など勝負系
（ギャンブル系？）が多かったですが、最近は
あまり聞かないです。まじめな方が増えてきた
のでしょうか（笑）。

コロナ前は若手同士で集まってフットサルをやっ
ている話も聞きました。10年以上前は私も若手に交
じって参加したことがあります。夫は元スポーツ選
手でも私の運動神経とは関係なし…目の前にボール
が来ているのに空振りするというまさかの事態に衝
撃を受けました(涙)。子供の頃は運動が得意だった
はずなので、現実を受け入れることが難しかったで
す（苦笑）。
私のリフレッシュ法はいくつかありますが、一つ
は、2年半ほど前に始めた瞑想。これがすごく良い
です。これまで何度も本を読んでトライしては挫折
してきましたが、きちんと先生のもとで習い始めた
ところ、格段の違いがありました。効果の出方は人
それぞれのようですが、私の場合はよく眠れるよう
になり、精神的に少しずつ楽になってきました。毎
日朝晩数十分、瞑想していると心の波が収まってき
て穏やかになれるのでとても良い時間です。
そしてもう一つの大切なリフレッシュ法は各地を
訪れること。昨年1月に棋聖戦で富山に行き、皆さ
まとお話しできたことはすごく嬉しく、何よりのリ
フレッシュになりました。
これから少しずつそうした時間を持てるでしょう
か。また皆様と再会できる日を楽しみにしておりま
す。

４

日本棋院棋士
上野

愛咲美

四段

2021年成績
54勝25敗 最多勝利 全棋士中第一位！
通算成績 207勝 115敗
2021年度 主な戦績
第24期女流棋聖戦 鈴木歩七段を
2-1で破りタイトル奪取
第32期博多・カマチ杯女流名人戦 挑戦者
第8期女流立葵杯 挑戦者
第16回広島アルミ杯・若鯉戦 優勝
富山県の囲碁ファンの皆様こんにちは。棋士の上野愛咲美で
す。今年はプロになって5年目の年です。
4月から7月までNHK囲碁講座の講師をさせて頂きました。
下島先生の名アシストのおかげもあり、とても楽しい4ヶ月間で
した。最近はコロナ禍ということで、残念ながら様々な囲碁イベ
ントが中止や延期となり、対局や研究会中心の生活を送っており
ます。
そういえば、日本棋院の近くに「ささらや」という富山湾の宝
石と呼ばれている、しろえびのせんべいを売っているお店があり
ます。研究会のおやつに買って持っていくと、とても喜ばれま
す。私も妹の梨紗も大好きで、今完全にハマっています。富山県
にはまだ伺ったことはないのですが、海が綺麗で、お魚などの海
の幸がとても美味しいんだろうなと想像しています。
今後は世界戦でも結果を残せるようにより一層頑張ろうと思い
ます。応援していただけたら嬉しいです。

５

アシスタントをやらせていただき、本当に素晴らしい経験
ができました。見て下さった皆様、ありがとうございます！
皆様の応援が、すごく励みになりました。

囲碁フォーカス
「上野愛咲美のハンマーパンチ!」

愛咲美先生の実戦譜を元に、分かりやすく講座を進めると
いう難題…。いやいや、内容がすでに鬼のように難しいっす
よ！？
正直言って自分の能力では自信がありませんでした。いざ
始まってみると、愛咲美先生はそんな杞憂をことごとく吹き
飛ばしてくれました。
天真爛漫、楽しいことがすべて！そう言っているかのよう
に、ハンマー１振りにつき一つずつ不安を消していってくれ
た感じです。年齢もプロとしての年数も、僕のほうがだいぶ
長いのに、助けられたのはいつも、こちらだった気がしてい
ます。

もっとうまくアシストできたら良かったと後悔
もありますが、それも全部、いい記念！
今さら僕が言うまでもありませんが、上野愛咲美
という人は本当にすごい棋士です。
碁の実力、実績、向き合い方、そして、人として
明るく優しく、前向きです。
これから先も子供たちや囲碁ファンの皆様に、夢
を与え続けてくれるはずです。
愛咲美先生、お疲れ様でした！アシスタントをや
らせてもらえたこと、光栄であり誇りです。
本当に、ありがとうございました。

「照井春佳さん、４ヶ月で初段に！!」
８月からは講師を務めることになりました。
アシスタントに慣れてきて、
「聞く」というクセがつき始めていた
こと、立ち位置が逆になることなど、かなり不安はありました。
そこに現れた救世主が、照井春佳さん。有名な声優さんであり、
平田智也七段の奥様です。
照井さん、コロナで自粛が続き、仕事もお休みが続いたことも
あり、いつか必ず覚えようと思っていた囲碁をやってみたそうな
んです。
毎日毎日、夢中になって碁の勉強をして、気がついたら一日10
時間くらい囲碁をやっていた日もあったそう！
のめり込んだ結果、なんと覚えて4ヶ月で初段になってしまったそ
うです！（笑）
実際に僕も打ってみましたが、もしかしたら初段より強いん
じゃないか？と思ったほどです。
そして、とても明るく楽しい方でした。
囲碁フォーカスの収録は、途中でカットが入りません。
一発撮りと言って、一度もカメラを止める事なく30分の番組
を撮ります。なので、もし途中で、どうにもまずい事を言っ
てしまったりすると、最初から撮り直し！
けっこうなプレッシャーでしたが、照井さんの天真爛漫な
雰囲気にリラックスをもらいながら、収録はどんどん楽しい
ものになって行きました。
男性棋士で、アシスタントと講師、両方を経験させてもら
えたのは、もしかしたら僕だけかもしれません。
こんなすごい経験をさせて頂いたNHKさん、コンビを組ませ
て頂いた上野愛咲美先生、照井春佳さん、本当にありがとう
ございました！

６

下島 陽平 八段
愛称：「へいちゃん」
昭和53年(1978年)11月21日生
日本棋院中部総本部所属
主要戦績
平成15年（2003年）
大手合第2部優勝
平成16年（2004年）
第45期王冠戦挑戦者決定戦進出
平成20年（2008年）
第17期竜星戦優勝決定トーナメント進出

コロナの影響で、ここ２年は本当に大きく生活が変わりましたね。
とはいえ僕は変化に鈍いのか、気持ちの面でそんなに大きく変わらず
のんびりと生きております(笑)
昨年はなんといっても囲碁フォーカス中心の一年になりました。
番組ってこうやってできてるんだ。とか、あ！芸能人だ！とか、観光
客のように２週間に一度のNHKを楽しみました。
富山県の皆様にお会いする機会が、この２年はめっきり少なく、そ
れはやはり物足りない思いはありますが、とにかくこの経験したこと
のない状況を乗り越えて、また普通に囲碁を楽しめる日々が戻ってく
る事を願っております。２０２２年には少しずつ、そういう状況が
戻ってくるという感じもします。
富山県でのイベントも、昨年度より増えますように！

★王冠戦本選

年間成績 １８勝１１敗
通算成績 ５１４勝３３３敗
２持碁

日時：２０２１年３月１１日

場所：日本棋院中部総本部
結果：黒２１９手完 黒中押し勝ち
白：小県 真樹 九段 黒：下島 陽平 八段

昨年は小県先生とよく当たりました。
昨年だけで４局、１０日で３局というかなり
珍しいこともありました。
この碁まで通算３勝１５敗という、僕からし
たら最強の人間です。
院生時代から１０００局は軽く打っていただ
いている先生ですが、この碁は自分なりに打
ちたいように打てたかなと思います。
最後まで難しい碁でしたが、１局を通して楽
しく打てました。４７手目が、見たまま、打
ちたい場所に打った手で、印象に残っていま
す。

←棋譜鑑賞用のＱＲコード
王冠戦予選の
棋譜はこちらから

７

大表 拓都 三段
棋士とアマチュアの垣根なく囲碁を楽しもう！
みなさんこんにちは。いかがお過ごしでしょう
か。最近私は心身の体調が良くなく、勉強時間など
が少なくなってしまいました。
ですが、大好きな囲碁を打ちながら少しでも元気に
なれるように、よく寝て食べて頑張りたいと思いま
す。
みなさんも体調に気をつけて日々を楽しく穏やか
に過ごせるように祈っています。
ネット囲碁きときと名人戦、棋士とアマチュアの
垣根なくみなさんで楽しみましょう。

年間成績 １６勝１１敗
通算成績 ９３勝５７敗

た
だ
い
ま
8
連
勝
中
！

★新人王戦本戦 日時：２０２１年１月２５日
結果：白２４６手まで 黒半目勝ち
白：大表 拓都 三段 黒：小山 空也 四段

大
表
三
段
！

↑週刊碁より転載

↓感想 対局を終えて～
38まではいい勝負だと思いま
す。56と抜ければ白がやれると
思います。100までは白が順調
な流れでしたが、186が敗着で
下辺キリから手をつけていけば
白が勝っていました。逆転で半
目たりませんでしたが、内容は
悪くなく良い碁が打てました。

←棋譜鑑賞用のＱＲコード
名人戦予選の
棋譜はこちらから

８

長徳 徹志

三段

皆さんこんにちは。長徳です。
昨年はコロナ禍のなかでしたがネットでのイベン
トが多く開催されてとてもありがたかったです。コ
ロナの影響でまだ外のイベント等は少ないですが、
そろそろが落ち着いてきたので今年は再開するとい
いですね。とても楽しみです。
僕は手合の方は昨年は不調で、プロになってはじ
めて、とても分厚い壁を感じています。去年、ここ
の文章で「新人王戦で優勝できるよう頑張りま
す！」と書いたのですが、本当に書かなければよ
かったなと思ってます。でも今年また調子を戻して
いい結果を残せるように頑張ります。

★名人戦予選A 日時：２０２１年８月１９日
結果：黒１４３手完 黒中押し勝ち
白：長徳 徹志 三段 黒：伊田 篤史 王冠

年間成績 １１勝１２敗
通算成績 ６１勝４３敗
↓2021年から
Twitter始めました！

自局の解説やイベントの案内等
をツイートしてます！

↓感想 対局を終えて～
28は31を誘って強気で打てて
ますが、36がぬるくて白27の
上、黒その右にハネダシ、白
その上にオサエで取りにいく
のでした。去年なら気づきそ
うでしたけど、打ってる時は
全く頭に無かったので今年冴
えてないなと思いました。
でも28、86など自分らしさは
失ってないのでそこは大事に
していきたいと思います。

←棋譜鑑賞用のＱＲコード
名人戦予選の
棋譜はこちらから

９

棋聖戦

高岡対局

第45期棋聖戦七番勝負 第2局
2021年1月22日23日

↑読売新聞より抜粋

～勝興寺（高岡市伏木）～

読売新聞社長だった故正力松太郎氏が富山県の出身だった縁で，こ
れまで多くの棋聖戦対局が富山県で行われました。
今回の会場は勝興寺（高岡市伏木）。重要文化財で平成10年度より約
23カ年計画で保存修理が行われています。奈良時代には越中国府の所
在地，万葉集を編さんした大伴家持が国守として赴任した地です。
大盤解説会・指導碁会は近くの伏木コミュニティセンターで行われ
ました。二日間、下島陽平八段・鶴山淳志八段・吉原由香里六段・金
賢貞四段による指導碁も行われました。
大盤解説会も大好評。解説は碁だけでなく対局者の昼食の話題にも
「井山棋聖は富山寿司。河野九段はカレー、魚の旨い富山に来てもカ
レーです。」
実戦は終盤の下辺の大石をめぐる戦いはまさに死闘。読み切った井山
棋聖の勝利で幕を閉じました。井山棋聖と河野九段の敢闘精神と、解
説者のサービス精神に感謝。
コロナ禍真っただ中の開催に、いつもの何倍も関係者様のご尽力が
あったかと思います。指導碁、大盤解説会の開催ありがとうございま
した。
地元ファンも、久しぶりの大勝負を十分に堪能できた二日間でした。

★第45期棋聖戦七番勝負第2局
対局場所：勝興寺（高岡市伏木）
結果黒：１４３手完 黒中押し勝ち
白：河野 臨 挑戦者 黒：井山裕太 棋聖

本対局の記録係を務めた長徳三段に感想を伺いました。
「両先生から感じたのは気迫ももちろんですが、それ以
上に、お二人が盤面に没頭していて、それ以外のことは
全く考えていない感じに心が震えました。その空気感に
浸ることができて、自分がとても神聖な場にいる気がし
ました。」
（宮崎勇人）

立合人の王銘琬九段と一緒に

１０

棋聖戦
幼稚園で囲碁
2021年1月22日

感謝①

～囲碁で遊ぼう～

～高岡第一学園附属伏木第二幼稚園～

1月22日23日の二日間、棋聖戦七番勝負第2局が高岡市の勝興寺
で行われた。8年ぶりの富山での開催、せっかくの機会、何か地
元の囲碁普及に繋がるようなイベントが出来ないか、足跡を残せ
ないだろうか、ということで棋聖戦初日の22日（金）9時に対局
が開始された1時間後、近くの高岡第一学園附属伏木第二幼稚園
で年長クラス19名を対象に「囲碁で遊ぼう」が行われた.
講師は吉原由香里六段と下島陽平八段。時間は1時間余り。結
果は『素晴らしい！日本中の囲碁の指導者の方々、教育関係者の
みなさん、それから保護者のみなさんに見てほしい。どうして映
像で残しておかなかったのだろう』と悔いを残したほどだった。
それほど、「初めての囲碁」両棋士の園児たちへの接し方、そし
て園児たちやお世話される保育士さんたちの集中度も素晴らし
く、とても中身の濃い時間を送れた。
何が？と聞かれると、一枚一枚の写真でご推察いただきたいので
すが、まずは園児たちの始まる前の緊張感と途中のノリノリの様
子、そして終わった後の弾けるような笑顔、ゆかりコーチやよう
へいコーチ（園児たちはお二人をコーチと呼ぶことになった）を
つかんで離さない親近感などなど。
それから園児たちに付き添っていたお二人の保育士さんやプレイ
ルームの外から窓越しに園児たちを心配そうに見守っていた他の
保育士さんたちもすべてが終わった後、手ごたえを感じたのか
「私たちも一緒に撮らせてください！」と最後の集合写真にも素
敵な笑顔が並んだ！！
それから、テレビカメラが数台、記者さんたちもカメラやペンを
走らせながら、自然に園児たちの理解力の早さと部屋の雰囲気
に、みなさん笑みがこぼれ始めている。途中近くに寄ってのイン
タビューも記者さんたちの眼差しが優しい。

また見学に訪れていた、市の教育長や教育委員会の
方々も同様の感触を受けられたようだ。お仕事柄、
みなさん観察眼の鋭い方ばかリと思うが
「いやぁ、（どんなに囲碁が園児年代に効果がある
と聞かされていても）やはり見てみないとわからな
いものですねぇ」と、『百聞は一見に如かず』園児
たちの囲碁の飲み込みの早さや集中そして楽しそう
な表情をにこにこと見守られていた。
そして最後の時間の両コーチと園児たち（保育士さ
んも一緒に）との連碁（小生はリレー碁と呼んでい
る）をご覧になりながら
運動会のリレー競争の子供たちの応援と変わらない
盛り上がり方にもいたく感心されていた様子だっ
た。
つまりはその場に居合わせたすべての人たちが園
児たちの活躍を見守りながら、だんだんとあのワー
ルドカップのサッカーのベルギー戦、それからラグ
ビーのスコットランド戦の会場の選手と観客が一緒
になってゲームの成り行きに夢中になる一体感に包
まれていたと言っても言い過ぎでないと思えるほど
だった。

日本中の園児や子供世代に囲碁を伝えることの有意義さ、そしてその
伝え方や方法がこの1時間の中に凝縮されていた気がする。技術を教え
ることも大事だが、まずは入り口の部分である
「囲碁は面白い」「囲碁は楽しい」「囲碁は簡単」「もっとしたい」
そう思ってくれたら最高、園児年代にも十分囲碁を伝えることが出来る
しまた覚える年代としても（いろいろな制約も少なく）最適だと改めて
思った次第。実際に継続的に行おうとすれば、コーチの養成、確保な
ど、いくつもの課題がある。が、それを少しずつでも解消して、彼らの
人格の成長に大きく寄与する期待のある囲碁ができ
る場を提供していくことが僕ら囲碁を愛する大人た
ちの役割だとも思う。なにも毎日や毎週でなくても
月に一回でも年に四回程度でも良い。あるいは一回
でも、囲碁の良いイメージを残すだけでも、いつか
再開したときに親しみやすく、入りやすいことで
しょう。
技術を伝えることも必要だが、まずはあの一体感を
感じるような動画を作成してほしい。
そして全国の多くの人たちに見てもらいたいと思
う。日本棋院で作成していただけないでしょうか？
（廣田

楽しい様子はこちらから↑

徹）
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棋聖戦

感謝②

高岡とんぼ支部設立60（還暦）周年
記念式典＋棋士との交流会
令和3年1月24日

ホテルニューオータニ高岡

昭和36年ごろに、高岡支部が設立されて、60年の月日が経過した。遡ること5年前には、「55（碁碁）周年記念碁会」を開
催した。そして人間でいえば還暦を迎え、今一度仲間のみなさんと一堂に会し、有意義なひと時を送りたいと思った次第。
ちょうど、タイミングの良いことに、前日まで棋聖戦第二局高岡対局が当地で行われた。それで、富山に碁縁のある、立会
人の王銘琬九段や吉原由香里六段、そして下島陽平八段、武田常務理事にもご出席いただき、記念碁会を行うことになっ
た。「先人たちを懐かしみ、そして今、囲碁が打てる喜びを感謝し、みなさんと楽しいひと時を過ごす」
支部創設に尽力された、初代支部長竹平政太郎翁、本当に大きな人だった。
1980年、第1回日本棋院全国団体選手権戦で、高岡支部(監督二口外義、牛尾博行・廣田徹・空道夫)が全国優勝した時（決
勝の相手、緑星学園とは二年後も決勝で当たったが、その時は敵を取られた）のお祝いの席上で、翁にテレビ囲碁番組を提
案したところ、「よしわかった。青写真を描いてきなさい」と力強い一言。後はとんとんと話が進み、毎週土、日曜日、二
年間にわたり放映され、県内囲碁ファンの大きな楽しみとなった。
また2000年には、高岡とんぼ支部と名称を代えて、同時に支部会員増全国第一位ということで、当時の石田芳夫理事長から
表彰を受けたことも懐かしい。ということはこれまで二度全国一位になったわけで、なかなか元気の良い支部だったのであ
る。

この60年の間、支部の礎を築かれ、また仲間を増やして、その時々で支部の発展に寄与していただいた先輩方々。
先にお名前を挙げた方々の他にも、黒田寛先生、今泉正孝氏、細川克己氏、酒井道夫氏など、インテリジェンスだけ
でなく、本当に囲碁が好きで個性豊かな方々はたくさんおられた。
時は確実に進んでいく。高齢化が進み、囲碁の普及が遅れていることが懸念されてる流れの中で、先行きは決して
明るいとは言えない。が、それでも、過去から現在、諸先輩からたくさんの思い出を受け繋いできた。そして今日か
らも、生きている限り、みなさんと元気で囲碁を、手談を楽しみ、心豊かな生活を送りたいものである。
（高岡とんぼ支部

★思い出の一局
第5期棋聖戦七番勝負第1局 高岡対局を記念して
１９８1年1月1５日 白１９７手まで 白中押し勝ち
白：呉 清源 黒：牛尾 博行 （二子局）

↑思い出棋譜
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幹事長

廣田 徹）
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「第１５回 朝日アマチュア
囲碁名人戦富山県大会」
富山県民会館 ５月９日

↑富山県予選決勝 ↑全国大会結果

5月9日、富山県民会館にて第１５回朝日アマ囲碁名
人戦富山県大会 が開催されました。参加者16名によ
るスイス方式のリーグ戦の結果、宮岸さんが優勝しま
した。３連覇を達成です！
(宮崎勇人）

３連覇おめでとう！
全国大会でもがんばれ！
宮岸さん コメント
「満足のいく内容だった。
全国大会では３回戦突破を目指したい」

★第１５回朝日アマ囲碁名人戦県予選決勝
日時：２０２１年５月９日
結果：黒１７９手完 黒中押し勝ち
白：谷村 康成（富山市） 黒：宮岸 黎明（黒部市）

【大会結果】
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位

宮岸
谷村
内藤
丸吉
久保
宮崎
永田
和田
桑原
廣瀬

黎明 （黒部市）
康成 （富山市）
亮
（富山市）
寿史 （富山市）
陽資 （高岡市）
勇人 （富山市）
大和 （黒部市）
博司 （高岡市）
廣太郎（射水市）
茂
（富山市）

【全国大会の結果】
初戦から、快調に飛ばして、特に
三回戦で平岡聡さんに勝利したの
は大きい
そしてベスト4をかけてともにプロ
の道を目指していた仲間の北芝さ
んには負けたが、満足いく結果
だった。
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「第６７回 アマ本因坊戦
富山県大会」
富山県民会館 ６月７日

↑富山県予選決勝 ↑全国大会結果

6月7日、富山県民会館にて第67回アマチュ
ア本因坊富山県予選大会が行われました。
参加者13名によるスイス方式のリーグ戦の
結果、宮岸さんが初優勝を達成しました。朝
日アマに続き県代表を手にし、今年富山で負
けなし。一強時代到来か!?
(宮崎勇人）

宮岸さんコメント
「本因坊戦は初の全国大会。予選リー
グを突破し，上位進出を狙いたい」

★第６７回 アマ本因坊戦予選決勝
日時：２０２１年６月２７日
結果：黒１３７手完 黒中押し勝ち
白：廣瀬 茂 黒：宮岸 黎明

【大会結果】
優勝

宮岸

黎明

（黒部市）

２位

廣瀬

茂

（富山市）

３位

谷村

康成

（富山市）

４位

山淵

素行

（滑川市）

５位

宮崎

勇人

（富山市）

６位

要明

英徳

（高岡市）

７位

塚田

悟

（砺波市）

８位

前

景陽

（富山市）

【全国大会の結果】
宮岸さん 予選リーグ2勝1敗
で惜しくも突破ならず
優勝は、名誉アマ本因坊の平
岡聡さん、通算5度目の優勝！
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「全国大会に参加して」
「第8回ネット棋聖」9月25日26日

富山県民会館 5月9日

「第67回全日本アマチュア本因坊戦」 10月2日3日
「ネット棋聖戦」

宮岸 黎明

↑ネット棋聖戦 1回戦

9月25日26日

「第8回ネット棋聖」が掲げられた特設会場に、予選を勝ち抜
いた16名が集まりました。
初戦の相手は趙錫彬さん。ネット棋聖3連覇の実績を持つ実力
者です。当然優勝候補とあって、対局前の緊張は凄まじいもので
した。
序盤はほぼ互角。中盤以降、下辺からの戦いは難解でした
が、フリカワリになり、白１０４の時点では白が優勢と思いま
す。対局中はずっと難解で自信はなかったのですが、今思うと全
て自分の読み通りの展開になっていて、上手く事を運べていたと
思います。後半はいくつか損をしてしまいましたが、致命傷には
ならず白3目半勝ちとなりました。この一戦に勝てて大きく勢い
づくことができ、続く対局を完勝しベスト4。
二日目では元アマチュア竜星を倒し、決勝戦に駒を進めま
す。しかし決勝では思うような碁が打てず、準優勝に終わりまし
た。日本一になるチャンス、立会人に山下敬吾先生が来てくださ
るなど、盤外のことに気が散ってしまったのが残念でしたが、大
きく自信をつけた大会となりました。決勝は山下先生に検討して
いただくという得難い経験もできました。
ベスト4に入り、前述の通りプロの棋聖戦予選へ参加するため
(初戦は1月20日に決定)、今後はそちらへ向けて努力していこう
と思います。

★第8回 ネット棋聖戦 1回戦
日時：２０２１年９月２５～２６日 結果：白２８８手完 白３目半勝ち
白：宮岸 黎明 黒：趙 錫彬

「第67回全日本アマチュア本因坊戦」

10月2日3日

都道府県勝ち抜き者とシード選手計59名が集まりまし
た。私が入ったEブロックには関東の強豪数名と、名誉ア
マチュア本因坊の中園清三さんがいました。ひと目見て
『中園さんと打ちたい！』と強く願ったのを覚えていま
す。
リーグ戦を2連勝したところで昼休憩。棋院一階で張栩九
段、小林泉美七段夫妻と遭遇！張栩九段に憧れてこの世
界に両足を突っ込んだ人間ですので、とても気持ちが舞
い上がりました。萎縮して会話はできなかったのです
が、スター棋士に会えるのも東京、全国大会へ行く楽し
みの一つですね。
午後のリーグ最終戦。相手は中園さんに決まりまし
た。願うほど打ちたかった相手ですが、盤を挟んでもま
だ、憧れの気持ちでいるのは危険でした。序盤早々私に
無理が出て、上手く咎められ劣勢に。複雑な局面にして
勝負手を放つも、全てしっかりと対処されてしまい、8目
半負け。私のアマチュア本因坊戦は一次リーグ敗退とい
う結果に終わりました。
楽しい1日ではあったけれど、全く満足のできない結果
でしたので、また同じ機会に恵まれましたら、今度は頂
点を取りたいと強く思っています。

決勝は竹田さん㊧が中押し勝ち
山下九段（左奥）と振り返る様子
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「第42回 世界アマ日本代表決定戦」
富山県民会館
日本代表決定戦
１２月４日5月9日
～碁縁～ 囲碁ライター 中村知佳子
↑代表決定戦棋譜
あるとき、フェイスブックを見たら廣田さんが「囲碁を教えにいっている小学校に、まだ日本語がわからない
転校生の中国人の男の子がいる」と、投稿されていました。
ちょうど、家の整理をしていた時期。押し入れの奥から梅沢由香里先生と一緒に作った入門書が発掘され、その
中国語版もありました。（入門書を出版した数年後、台湾で中国語訳されたのでと出版社から送られてきたもの
の使い道が見当たらず、眠らせたままでした。）これが役に立つのではと思い立ち、廣田さんに連絡してお送り
しました。（第一便は中国語版だけでしたが、送った直後に指導する教師には日本語の入門書が必要だと気づい
て第二便を梱包することに。着手した直後にポカに気づく碁と同じ現象でした。）後日、その少年が入門書を読
んでいる写真が送られてきました。まさに碁縁を感じたひとときでした。
自己紹介が遅くなりました。囲碁ライター、観戦記者をしている中村智佳子と申します。遠い昔、院生になっ
てプロを目指していましたが入段できず院生を辞めました。その後、院生仲間３人で囲碁サロンに勤めることに
なり、囲碁指導員では堅い印象だと三人で知恵を絞ったところ、友人が「習いにいっているエアロビクスは先生
のことをインストラクターと呼びます。『囲碁インストラクター』は、どうですか」と提案。初めに囲碁インス
トラクターを名乗った３人のうちのひとりです。
数年後、囲碁ライターを志したいと棋院の編集長に相談したら「生半可な
気持ちではダメだ。女性初のあなたが途中で投げ出すと、そののちに続く女
性の道が途絶える。何があっても続ける覚悟で挑むならば応援します。しば
らくは『囲碁ライター見習いです』と名乗りなさい」と、言われたので、そ
のように名乗っていた時代もありました。今は女性囲碁ライターが活躍する
のが自然な光景になっています。院生を辞めたあと、アマ大会への出場や、
同世代のアマとの交流が始まりました。同世代が集い「団碁汁」という名前
でジャンボ大会出場や、日本各地に旅行してその土地のアマの方々と対抗戦
で交流して20数年が経過したでしょうか。その仲間と富山県を訪れたのは４
年前、楽しい時を過ごすことができました。

★第42回 世界アマ日本代表決定戦
日時：２０２１年１２月４日 結果：黒２３３手完 黒中押し勝ち
白：大関 稔（アマ名人） 黒：平岡 聡（アマ本因坊）

↑平岡聡さん
６回目の世界アマ出場へ！
メ ン バ ー の ひ と り、平 岡 聡 さ ん（51）は
トップアマ。今年はアマ本因坊戦で５回目の優
勝を決めました。12月に世界アマ選手権代表を
決める大一番、大関稔アマ名人とのアマ名人―
アマ本因坊の頂上対決を制して、６回目の世界
アマ出場を決めました。若いアマから尊敬され
ているだけではなく、若手を倒して優勝を重ね
る姿は、まさにアマの鏡です。世界アマ選手権
では優勝２回、世界チャンピオン経験者の平岡
さん。世界アマの代表は若い選手が多く、前回
の世界大会でも10代の選手との対局が多かった
と聞きます。
今年の世界大会は対面かオンラインか未定
ですが、楽しみですね。
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「第１回 囲碁シニア八傑戦」
富山県民会館／北日本新聞社 6月18日&28日
今年から、これまでの県老人囲碁大会を引き継ぎ、
「囲碁シニア八
傑戦」を開催することになった。強そうで関心を引きそうなネーミン
グだ。
初日の予選会の参加者は60才以上の方々34名。4組に分かれて予選
リーグを行い、それぞれ上位2名ずつ計8名を選んだ。局後、指導に当
たった下島陽平八段「みなさん楽しそうですねぇ。やはり大会を待ち
望んでおられることが良くわかります」
「勝った？」
「いやダメヅマリに突っ込んじゃってね。でもこのやり
方面白いな」局後は久しぶりに会う碁仲間のみなさん同士、会話が弾
んでいて、なかなかに好評だったようだ。
そして順位戦当日。8名のみなさん、入賞は決定しているので、ある
意味気楽なのだが、実は上位3名には、10月末から岐阜で開催される
ねんりんピックの県代表に推薦されるとあって、初戦が大変重要なの
だ。1回戦の組み合わせは予選会の日に決まっている。緊張の中、始
まった。

特別協賛 朝日不動産 株式会社
囲碁シニア八傑戦の第1回大会！34名が参加

中でも注目の天野さんは96才！。過去のねんりんピックでも何度も
最高齢出場選手として表彰されている。2018年に地元富山で開催され
た時に表彰されたことも記憶に新しい。
無事に初戦を突破した天野さんだったが、代表にリーチのかかった準
決勝を前に「実はドクターストップがかかってしまい、もし勝っても
辞退しますよ」と寂しそうに告げられた。
えっ、あんなに楽しみにされてたのに、それにお隣の県ですし。
「それでも少し距離があるらしくてね。移動は厳禁と言われてしまっ
た。今回は医者の言うことを聞かないといけないようだ」
そうですか、これまでの大会で、何度も「実は病院から抜け出してき
てね」と豪快に笑っておられたこともあるのだが、今回はそういうわ
けにはいかないらしい。
今回も代表になり、最高齢の表彰を受けられるのを楽しみにしておら
れたのに残念。では体調を良くされて、来年もう一度代表を狙いま
しょう！「そうしようか」とにっこり笑顔。いつまでもお元気で楽し
んでくださいね。
ともあれ、無事に順位戦を終えた。過去になかった新しい棋戦、来
年はもっと多くの方々に出てもらえるようになれば良いと思う。優勝
の尾崎さんそして八傑に入賞されたみなさん、まことにおめでとうご
ざいます。
そして、県代表に選ばれた三名は、尾崎さん、馬場さん、山根さ
ん。岐阜県でのねんりんピックでは、全国のみなさんとの交流を楽し
んできてください。
＊その後、ねんりんピックは中止になった。
（風夢）

「囲碁八傑」に入賞されたメンバー
尾崎孝嗣（高岡市） 馬場保郎（富山市） 菊地一秋（高岡市）
天野光正（富山市） 沢田邦彦（砺波市） 若林孝治（富山市）
山根 清（滑川市） 西村幸三（富山市）
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