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富山県民会館 5月9日 野狐囲碁で三番勝負、Zoomでお祝い ５月２８～30日 

日時：２０２１年５月２８日 

結果：白241手まで白2目半勝ち 

白：長徳 徹志 三段 黒：大表 拓都 三段 

 富山のツートップのお二人は、誕生日が大表さんが5月28日、長徳さんは27日と一日違い。大表さんは25才になるが、長

徳さんはちょうど20才！ついに大人の仲間入り、これはおめでたい。 

 コロナ下で、なかなか簡単には帰省できないこともあり、ファンとの交流を深めたい、そして少しでも元気で活躍してほ

しいとの願いから、表題のイベントをおこなうことになった次第。しかも、「それなら解説でお手伝いしましょう」と下島陽

平八段からありがたい申し出があった。 

すると妙案が浮かんだ（笑）ズームを使用してみなさんとライブで観戦するともっと楽しいのでは。 

  初戦は28日、大表さんの誕生日に行われた。対局場は「野狐」持ち時間は一人30分、秒読み30秒3回。大表さんの先番で

始まった。途中で思ってもみないことが起きた。 

えーっ、なんと上野愛咲美女流棋聖が観戦に入室してこられた。ご存じのように4月から「囲碁フォーカス」の講師をされて

いる。下島先生とのコンビは絶妙で、名前の通り、その愛らしい語り口は番組をいつも和やかにそして華やかさも漂ってい

た。その愛咲美先生が、観戦者のみなさんのために「途中の場面で（愛咲美の一手）を出題しましょう」とのこと。 

それは嬉しい＾＾あの「ハンマーパンチ」を体感できる、とあって、みなさんも大喜び。また両対局者にとってもうれしい誕生

日プレゼントになったのではないだろうか。 

三か所ほど出題してもらったが、当たった！はずれた！え、そこか、なるほどなぁ！そのたびに画面の中でみなさんから

歓声があがる。そして結局終局まで見届けられたが、愛咲美先生の優しさに観戦者は感謝しきり、笑顔がいっぱい、本当に

ありがとうございました。 

終局後、激闘を終え、ズームの画面に表れた二人は、みなさんから「誕生日おめでとう！」と祝福を受けて嬉しそうだっ

た。 

 結果は、初戦は長徳さんの2目半勝ち、二局目は大表さんの白番4目半勝ち、そして決勝局は白番の長徳さんが中押しで

制した。長徳さんは、小学生のころから大表さんに何局も相手してもらっており、普段から兄貴分として慕っているが、今回

は対局で恩を返した形になった。二人とも「とても良い刺激になりました。これからも頑張ります」とのこと 

少しでも彼らに元気になってもらえればそれに越したことはない。 

 棋士は、注目されることが大切だ。 

大表さんは、一昨年は7連勝でしばらく全棋士中単独

トップだったし、昨年は長徳さんが14連勝で棋士中第

一位の「連勝賞」を得た。この稿を書いている時点（11

月19日）では大表さんが8連勝とトップを走っている。 

春先の不調から抜け出しているように見える。 

山あり谷あり、まだまだ道の途中、それぞれの目標に

向かって「日々の努力」あるのみ、頑張れ！ 

（風夢） 

↑対局棋譜 
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富山県民会館 5月9日 ジュニア達による棋士への挑戦 8月２2～ 

令和3年8月22日～  

 今夏、開催されたジュニアたちの全国大会は、高校生は、個人戦と団体戦両方が行われたが、小・中学生は個人戦だけだったのは

残念。それでも念願の代表になって、出場できた人はまだ良かったが、（コロナ下にあり、致し方ないことだが）かなり多くの代表者た

ちが出場を断念せざるを得なかった。また参加したとしても、本人はもとより、特にご家族の方も、大会中だけでなくその後のかなり

長い自粛期間も含めて、気が気ではなかったと思う。参加した人たちも不参加を決めた人たちにとっても、本当に気の休まらない夏

だったことだろう、ご苦労様でした。 

大会に同行された保護者の観点からのレポートは当ブログ「あさとの夏」に詳しく掲載されているので、ぜひご一読ください。 

  

 当地でも、高校生1名、中学生1名、小学生2名は不参加となった。みなさん、大会直前まで情勢をみながらの苦渋の決断だった。と

もあれ、無事に大会は終了した。が、夢にまで見た全国大会、不参加だったジュニアたちは寂しい思いをしていることだ。 

 そんな彼らを少しでも元気づけられないか、ということで企画したのが「棋士へのチャレンジ」。 

代表者たちは下島陽平八段、大表拓都三段、長徳徹志三段の三棋士とそれぞれ1局ずつ、計3局ずつ対局する。そしてちょうどよい機

会なので、代表にはなれなかったが、希望するジュニアたちも、好きな棋士と1局指導碁をプレゼントすることにした。期間は9月末ま

での約1か月半。 

  

 棋士のみなさんも、ジュニアの時には、全国大会を経験している。中でも大表三段は、中学生、高校生で全国大会の優勝者だ。きっ

と対局の中で、有意義なアドバイスもしてくれることだろう。同時に棋士のみなさんも今でも十分にお若いが（笑）ジュニアたちの元

気の良い碁を相手にして、気持ちがリフレッシュできればなお幸いだ。ただ、まだまだネット対局は浸透していないのか、筆者が期待

していたよりは希望者が少なかったのは少々残念だった。が、それでも代表者たちレベルは、「先で逆コミ30目」を中心にして全30局

ほど、それぞれ有意義な手談を交わせたのではないだろうか。掲載した棋譜に彼らの強い想いがこもっているように見える。 

  

 ジュニア年代で高段者レベルに達したことは本当に素晴らしい。彼らの並々ならぬ努力に敬意を表したい。筆者などは、小学生の

頃に囲碁に出会っていたが、高1の春にようやくシチョウを覚えたレベルだった。それでも今以上にもっと高みを目指したいときは、ま

だまだ勉強しないといけないのだろう。強くなるための方法をうかがったので、紹介しておきたい。                                                                

                                                    （風夢）  

★大表三段 

「囲碁が好きでいることが一番。そのうえで詰碁を頑張ってほし

い。初手を当てるだけでなくその後の読みを鍛えて、（基本問題

で良いので）問題を見ると瞬時に手順が浮かぶような練習を繰り

返すと良い」 

★長徳三段 

「自分の打った碁を打ちっぱなしにしないで、振り返るとよいと

思います。自分が小学生の頃は、碁会所で打った碁をほとんど

すべて自宅に帰った後、棋譜につけていました。今でもノートが

何冊も残っています」 

■各年代のジュニアを代表して3名の棋譜をご紹介  

日時：２０２１年８月２２日 

場所：野狐囲碁 結果：154手 白中押し勝ち 

白：長徳 徹志 三段  黒：永田 大和 

日時：２０２１年９月４日 

場所：野狐囲碁 結果：212手 持碁 

白：大表 拓都 三段  黒：前 景陽 

日時：２０２１年９月19日 

場所：野狐囲碁 結果：2６０手 黒1目勝ち 

白：下島 陽平 八段 黒：松田 彩聖 

★小学生代表★ 

前 景陽 

★中学生代表★ 

松田 彩聖 

★高校生代表★ 

永田 大和 

先番逆コミ３０目で挑戦！！！ 
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富山県民会館 5月9日 

「第６７期 北日本本因坊三番勝負」 

北日本新聞社 11月14日・21日 

日時：２０２１年１１月１４日 

場所：北日本新聞社 結果：黒119手完 黒中押し勝ち 

白：源 明彦（挑戦者） 黒：宮岸 黎明（北日本本因坊）  

 第67期 北日本本因坊三番勝負にて現北日

本本因坊座の宮岸さんが見事連覇し、初防

衛を果たした！ 

 風夢 コメント 

 宮岸さんは、今年は全国大会各棋戦で大活躍、

一気に全国的にブレークした感がある 

特にネット棋聖戦で準優勝したのも素晴らしい。

そして棋聖戦への予選に参加することになったの

は大きく、アマ強豪なら、誰でも夢見る舞台だろ

う。YouTuberとしても人気が出てきており、今年

一年の充実ぶりは、自身にとっても大いに自信が

ついたことだ。 

一方、源さんにとっても、念願の初挑戦、相手が

だれであっても目指す目標は一つだったと思う。 

初戦から、見どころの多い白熱の勝負が繰り広げ

られた。が、「中盤からは、一手打ち進めるたび

に悪くなっていく気がした」との源さんのコメン

トにあるように、本シリーズは今年の絶好調をそ

のままに生かして、宮岸さんの二連勝そして初防

衛で幕を閉じた。 

  源 内藤 塚田 山渕 川腰 桑原 廣瀬 谷村 勝敗 順位 結果 

源 明彦★   〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 ６勝１敗 １位 挑戦 

内藤 亮 ×   〇 〇 × × 〇 〇 ４勝３敗 ３位 残留 

塚田 悟 × ×   × × 〇 〇 × ２勝５敗 ６位 陥落 

山渕 素行 × × 〇   〇 〇 × 〇 ４勝３敗 ３位 残留 

川腰 悠平 〇 〇 〇 ×   〇 × 〇 ５勝２敗 ２位 残留 

桑原 廣太郎 × 〇 × × ×   × 〇 ２勝５敗 ６位 陥落 

廣瀬 茂 × × × 〇 〇 〇   × ３勝４敗 ５位 陥落 

谷村 康成 × × 〇 × × × 〇   ２勝５敗 ６位 陥落 

第６７期北日本本因坊戦挑戦者決定リーグ戦 

 ★宮岸さん コメント 

 一局のために素晴らしい環境を準備していただ

ける幸せと、リーグ戦を勝ち抜いてきた絶好調の

挑戦者を迎える難しさを痛感する三番勝負でし

た。内容としては今出せる全力を尽くせたと思い

ます。それを引き出していただいた源挑戦者にも

感謝です。 

 来期は誰が挑戦してくれるかな。大先輩かな。

それとも若手かな。僕と碁を打ちましょう。お待

ちしております。 

↑第1局の棋譜 

宮岸さん初防衛！ 

★第６７回 北日本本因坊三番勝負 第1局 

絶好調の宮岸さん！ 

初防衛おめでとうございます！ 
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富山県民会館 5月9日 速星公民館多目的ホール 11月14日（日） 呉羽地区囲碁同好会 高正信広 

 １１月１４日（日）、昨年に引き続き富山市婦中町にある速星公民館多目的ホールにおいて５人一

組による対抗戦を実施しました。 

 本年も新型コロナウイルスのため各種囲碁大会が中止になり、日頃から囲碁を楽しんでいる

方々の実力を発揮する場を設けるため企画しました。今年は、昨年参加した呉羽、鵜坂、速星、古

里の囲碁サークルの他、レッツ支部と私が勤務している県庁の囲碁クラブに声をかけて参加し

てもらいました。 

御多分に漏れず、あらたに参加したレッツ支部も県庁囲碁クラブも新型コロナで活動が制約さ

れており、どちらも久しぶりの実戦でした。 

大会当時は富山県内の感染者は落ち着いておりましたが、感染には十分気を付けて行いまし

た。大会は昨年と違い午前中から公民館を使用することができたので、対局持時間１局一人４0

分、各チーム4回戦を実施しました。 

 大会結果については呉羽チーム（渡辺弘、水野正和、山本啓一、須沼英明、善光 孝）が優勝

し、2位は鵜坂チームとなりました。上位の成績のチームはやはりコロナ禍にあっても積極的に

活動しているチームであったと思います。特に呉羽チームの山本（66歳）、須沼（89歳）、善光（75

歳）の三人は4戦全勝で呉羽チームの優勝に貢献しました。 

 呉羽はこのコロナ禍にあってもほとんど休会せずに活動していたと思います。また、昨年最

下位だった速星チームは昨年の雪辱を果たし、三位に入りました。成績が振るわなかったチーム

は「来年こそは雪辱したい。」と捲土重来を誓っていました。 

（高正信広） 

高正コーチ 

「詰碁や13路盤で説明してます」 

速星公民館 ★未来の輝く星たちと★ 
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