
 

 

１ 開催日時  平成28年11月12日（土）  12:10～18:10 
13日（日）  ８:20～14:00 

 
２ 会   場  兵庫県私学会館  

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通 4-3-14 
TEL (078)331-6623    FAX (078)321-5968 
http://www.hyogo-shigaku.or.jp/index.html 
 

【囲碁部門担当者】 〒658-0082 神戸市東灘区魚崎北町 8-5-1 
灘高等学校  内田 啓（うちだ ひろし） 
TEL (078) 411-7234(代表)    FAX (078) 411-7244 
e-mail  kinki-soubun-igo@hyogo-c.ed.jp  

 
３ 日程・次第 
 (1) 日  程  平成 28 年 11 月 12 日 (土) 男女団体戦・男女個人戦 

12：10 ～ 12：40 受付 
12：40 ～ 12：55 開会式 
13：00 ～ 14：30 １回戦 
14：50 ～ 16：20  ２回戦（府県代表者会議） 
16：40 ～ 18：10 ３回戦 

平成 28 年 11 月 13 日 (日) 男女団体戦・男女個人戦 
                   ８：20 ～ ８：40  受付 
                   ８：40 ～ ８：50  諸連絡 
                   ８：50 ～ 10：20   ４回戦 

10：40 ～ 12：10  ５回戦 
12：20 ～ 12：50   交流会・講評 
12：50 ～ 13：30  昼休み 
13：30 ～ 14：00  閉会式 

※個人戦・団体戦を同時進行で行います。 
また、状況により進行が多少前後することがあります。 

                    
 (2) 次  第  ①開会式 
         ・開会のことば 兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員） 

・あいさつ   第 36 回近畿高等学校総合文化祭兵庫県実行委員会囲碁部会長 
・歓迎のことば 兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員長） 
・講師紹介 
・競技上の諸注意 
・閉式のことば  兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員） 
②閉会式 
・開式のことば 兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員） 
・成績発表・表彰 
・あいさつ   第36回近畿高等学校総合文化祭兵庫県実行委員会囲碁部会長 

兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員長） 
・次年度開催県（大阪府）生徒あいさつ 
・閉式のことば  兵庫県生徒代表（囲碁部門生徒実行委員） 

 
４ 交 流 会  講師による対局解説（男子個人戦・女子個人戦） 
 
５ 講師（審判を兼ねる） 
 ○ 林 耕三（はやし こうぞう） 大阪府出身。関西棋院所属棋士。六段。 
○ 藤原 克也（ふじわら かつや） 京都府出身。関西棋院所属棋士。六段。 

第 36 回近畿高等学校総合文化祭兵庫大会 

囲碁部門実施細目 



 

６ 競技方法   
(1) ルールは日本囲碁規約により、オール互先、先番 6 目半コミ出しとする。 
(2) 団体戦は、必ず棋力上位の選手から順に主将、副将・・・とし、男子は３局以上、女子は２

局以上勝利したチームを勝ちとする。 
(3) 対戦の組合せおよび順位の決定は、スイス方式に準ずる方式による。 
(4) 秒読み機能付き対局時計を使用し、持ち時間は 1 人 40 分、使い切ると 1 手 10 秒の秒読

みとする。秒読みが切れた場合は形勢にかかわらず負けとする。 
(5) 問題が生じ、対戦者間で解決がつかない場合は、審判の判定に従うものとする。 
(6) 三コウなどの無勝負が生じた場合は、0.5 勝 0.5 敗として扱う。 

 
７ 順位の決定 

(1) 勝ち数の多い選手（チーム）を上位とする。 
(2) 勝ち数が同じ場合は、対戦した相手の勝ち数の総和（以下「SOS」）が多い選手（チーム）を上
位とする。 

(3) SOS が同じ場合は、対戦した相手の SOS の総和（以下「SOSOS」）が多い選手（チーム）を上位
とする。 

(4) 団体戦において、SOSOS が同じ場合はチームの全選手の勝局数の和の多いチームを上位とする。 
(5) (3)及び(4)でも同順位の場合は、直接の対戦がなされていれば、その勝者を上位とする。それ
で決定しない場合は同順位とする。 

 
８ 表彰内容 

(1) 男子個人戦・女子個人戦 それぞれ上位３名に賞状および副賞 
(2) 男子団体戦・女子団体戦 それぞれ上位３チームに賞状および副賞 

 

９ 参加校一覧 

大阪  関西創価高等学校  大阪市立都島工業高等学校  8 校  

大阪夕陽丘学園高等学校  大阪府立八尾高等学校  

四天王寺高等学校  上宮高等学校  

あべの翔学高等学校  高槻高等学校  

徳島  徳島県立城ノ内高等学校  徳島県立徳島科学技術高等学校  5 校  

徳島県立富岡東高等学校  徳島文理高等学校  

徳島県立城東高等学校   

京都  京都府立洛北高等学校  京都府立北嵯峨高等学校  5 校  

洛南高等学校  京都府立東宇治高等学校  

京都府立堀川高等学校   

奈良  奈良県立磯城野高等学校  奈良県立畝傍高等学校  9 校  

奈良県立高田高等学校  奈良県立奈良高等学校  

奈良学園高等学校  奈良育英高等学校  

天理高等学校  智辯学園高等学校  

奈良県立青翔高等学校   

滋賀  延暦寺学園比叡山高等学校  滋賀県立石山高等学校  3 校  

滋賀県立彦根東高等学校   

和歌山  和歌山県立耐久高等学校  開智高等学校  4 校  

和歌山県立粉河高等学校  和歌山県立向陽高等学校  

三重  三重県立伊勢高等学校  三重県立桑名高等学校  6 校  

学法津田学園高等学校  三重県立松阪高等学校  

三重県立宇治山田高等学校  一志学園高等学校  

福井  福井県立武生高等学校  福井県立藤島高等学校  4 校  

福井工業大学付属福井高等学校  北陸高等学校  

鳥取  米子北斗高等学校  鳥取県立米子東高等学校  7 校  

鳥取県立倉吉総合産業高等学校  湯梨浜学園高等学校  

鳥取県立鳥取緑風高等学校  鳥取県立鳥取中央育英高等学校  

鳥取県立倉吉東高等学校   

兵庫  灘高等学校  六甲学院高等学校  8 校  

兵庫県立星陵高等学校  兵庫県立西脇工業高等学校  

小林聖心女子学院高等学校  兵庫県立西宮高等学校  

雲雀丘学園高等学校  兵庫県立西脇高等学校  



 

【囲碁部門連絡事項】 
 

１ 会場案内 

 

 (1) 会場へのアクセス 

 

 ● JR 元町駅東口から徒歩２分 

● 阪神電鉄元町駅東口から徒歩３分 

● 阪急電鉄三宮駅西口から徒歩７分 

● 神戸市営地下鉄県庁前駅から 

徒歩３分 

 

 

 (2) 館内図（□はエレベーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

○主会場…大ホール（４Ｆ） （開会式・閉会式、対局、交流会を行います） 

○大会本部・成績処理室・救護受付…301 号室 

○選手・引率顧問待機場所・荷物置き場…302 号室・303 号室 

○受付・弁当の受け渡し…206 号室 （兼 選手・引率顧問待機場所(予備)） 

○指導碁･･･207 号室 

○府県代表者会議 および 予備室…208 号室 

○講師控室…205 号室 

 

２ 競技上の注意 

(1) スイス方式５回戦を行い、実施細目の「７ 順位の決定」に基づいて順位を決めます。 

(2) 対局はオール互先で先番６目半コミ出しです。 

(3) 団体戦の着席順は対局カードが置いてある方から｢主将→副将→三将（→四将→五将）｣です。 

(4) 対局の開始までに「握り」を済ませておいてください。団体戦は主将同士が石を握って先後

を決め、以下先手番、後手番が交互になります。 

(5) 持ち時間は一人 40 分で、使い切ると 1 手 10 秒の秒読みとなります。秒読みが切れると、形

勢にかかわらず時間切れ負けとなります。 

対局前に、設定が「時計のモードが『２』」「持ち時間 0:40」になっているかを両者で確認し

てください。 



 

(6) 時計を左右どちらの側に置くかは、白番の選手が決めてください。 

(7) 対局は、どの局も一斉に開始します。先に打ち始めないでください。 

(8) 競技開始時に選手が着席していない場合は時計を押して進め、相手の消費時間とします。 

 なお、時計を押してから相手が 20 分間来なかった時点で不戦勝とします。 

(9) 時計は着手と同じ手で押してください。なお、最初は挨拶の後に白番の選手が着手前に押し、

以降はそれぞれが着手後に押してください。上げ石がある場合は、上げ終わってから時計を押

してください。ただし 10 秒の秒読み中に限り、着手した後に「PAUSE」ボタンを押してから石

を上げることができます（そして「PAUSE」ボタンをもう一度押してから、自分のボタンを押す）。 

  また、打つ場所がもうないと判断したら、「パス」と言って時計を押すこともできます。 

(10)（今回は全局とも秒読みがありますので）お互いにすべてのダメをつめた後、両者がパスす

ることにより終局とします。ただし、自分がパスした次に相手が着手した場合は、自分は再び

着手できます。 

(11) 問題が発生したときは、必ず直ちに「PAUSE」ボタンを押して、手をあげて審判員に申し出

てください。特に、一度着手して(石から手を離して)からそれを取り消す行為（いわゆる「待

った」）は直ちに反則負けとなりますので、絶対にしないでください。 

３ 進行上の注意 

(1) 対局カードは対局ごとに配布します。 

(2) 対局終了後、結果を速やかに対局カードに記入し、勝者（団体戦は勝ったチームの主将）が

対局カードを結果報告所に提出してください。団体戦は、チームの勝ち負けだけでなく、選手

全員の勝敗まで記入してください。結果報告の際には、結果を口頭でも報告し、対局カードの

記載内容を確認してください。 

(3) １回戦から４回戦まで、前の対局の結果を集計後に次回戦の組み合わせを掲示します。また、

５回戦終了後、最終結果を受付場所に置きますので自由にお取りください。 

(4) 選手は対局相手を確認し、開始予定５分前までに着席してください。 

(5) 対局の時間は変更される場合がありますので、十分注意してください。 

(6) 対局場における対局後の手直しによる検討はご遠慮ください。 

(7) 対局中は競技の妨げとならないように静かにしてください。特に、助言等を行ったと審判が

判断した場合は反則負けとなりますので、十分ご注意ください。なお観戦は黄色いテープの外

側でお願いします。  

(8) 対局場内では、必ず携帯電話の電源を切っておいてください。 

(9) 競技中は必ず名札をつけてください。 

４ 会場使用上の注意 

(1) 貴重品は必ず身につけていてください。大きな荷物は「荷物置き場」に置いてください。 

(2) 昼食時間中は、主会場を利用して飲食していただいても結構です（ただし碁盤の上での飲食は

ご遠慮ください）。「選手・引率顧問待機場所」でも飲食できます。 

昼食を注文されている方は、206 号室で受け渡しをします。 

(3) ゴミは各自で持ち帰ってください。 

(4) 会場内は禁煙です。  

５ 顧問の先生方へ 

府県代表者会議を、大会 1 日目 14 時 50 分より 208 号室にて行いますので、よろしくお願いします。 

６ 指導碁ご希望の方へ 

 会場は 207 号室になります。大会１日目は開会式終了後 12 時 55 分より、大会２日目は午前 8 時

55 分より受付を行いますので、207 号室入口の指導碁受付にお越しください。 

 

７ 救  護 

(1) 救護が必要な場合は、大会本部（301 号室）までお知らせください。 

 (2) 会場から医療機関への移送には、参加校関係者の付き添いをお願いします。 

(3) 医療機関における医療費および移送費等、受診にかかる費用は、受診者の負担となります。 

 (4) ＡＥＤは 1 階ロビーのエレベーター横（事務室の向かい側）に設置してあります。 


