
（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　①　（北海道～静岡県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　①　（北海道～静岡県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　①　（北海道～静岡県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　①　（北海道～静岡県）都道府県 個人戦開催日 団体戦開催日 段級位認定大会 初級者大会他 会場 事務局（問合せ先） 担当者 電話番号 ＦＡＸ1 北海道 岩見沢東高等学校 今井一実 0126-22-01752 青森 青森県立青森東高等学校 青森県立八戸高等学校 淡路　満 0178-44-0916 0178-47-93613 岩手 高校会館（岩手県高校教育会館） 岩手県立福岡高等学校 渡辺　健 0195-23-3385 0195-23-33864 宮城 宮城県宮城第一高等学校 髙橋　富彦 022-227-3211 022-227-32135 秋田 秋田県民会館ジョイナス 秋田県立秋田北高等学校 小名雅司 018-834-13716 山形 山形県立山形東高等学校 幸田　禎子 023-631-3501 023-631-35177 福島 福島県立橘高等学校 福島県立橘高等学校 鈴木仁孝 024-535-3395 024-535-33978 茨城 茨城県立水戸第一高等学校 茨城県立那珂高等学校 河原井 雅子 029-295-27109 栃木 栃木県教育会館 栃木県立黒磯高等学校 佐藤　陽太 0287-62-0101 0287-62-464510 群馬 群馬県立高崎高等学校 群馬県立藤岡中央高等学校 津金　貞明 0274-24-6660 0274-24-666111 埼玉 6/19、8/6 11/20、3/25 ・6/18（団体戦）大宮商業高等学校・6/19（個人戦/認定大会）浦和高等学校・8/6（認定大会）春日部高等学校・11/20（初級者大会）浦和高等学校・3/25（初級者大会）大宮高等学校 埼玉県立浦和高等学校 奈良　孝之 048-886-3000 048-885-464712 千葉 千葉県教育会館 千葉県立京葉高等学校 飯塚　章 0436-22-2196 0436-25-136813 東京 日本棋院（市ヶ谷本院） 多摩大学目黒高等学校 谷川　貴信 03-3714-266114 神奈川 神奈川県立永谷高等学校 中島　理一 045-824-2126 045-825-360515 新潟 新潟高等学校　青山会館 新潟県立新潟高等学校 髙橋　克成 025-266-2131 025-267-779516 富山 富山県立高岡高等学校 富山県立高岡高等学校 吉國　太 0766-22-4682 0766-26-305417 石川 金沢大学附属高等学校 金沢大学附属高等学校 髙橋　栄一 076-226-2154 076-226-215018 福井 福井棋院会館 福井県立藤島高等学校 有馬　昌英 0776-24-5171 0776-24-518919 山梨 山梨県立甲府西高等学校 山梨県立吉田高等学校 渡辺　一 0555-22-2540 0555-22-254220 長野 松本大学 長野県立松本深志高等学校 久保田　弥生 0263-32-0003 0263-37-107121 岐阜 岐阜市徹明公民館 岐阜県立羽島北高等学校 藤澤　博子 058-388-3611 058-388-493922 静岡県決定戦 5/29韮山高校　有慶館6/11静岡高校　同窓会館 静岡県立藤枝東高等学校 山下隆史 054-641-1680 054-644-092322 静岡東部予選 富士高校　生活館 静岡県立富士宮西高校 渡邊　朗仁 0544-23-1124 0544-23-802422 静岡中部予選 静岡高校　同窓会館 藤枝明誠高校 後藤　諭 054-635-8155 054-635-849422 静岡西部予選 浜松北高校　記念館 静岡県立浜北西高校 加藤　宗太郎 053-587-1135 053-586-1603終了しました終了しました終了しました終了しました終了しました
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（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　②　（愛知県～沖縄県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　②　（愛知県～沖縄県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　②　（愛知県～沖縄県）（平成２８年度）第４０回全国高校囲碁選手権大会　各都道府県大会開催一覧表　②　（愛知県～沖縄県）都道府県 個人戦開催日 団体戦開催日 段級位認定大会 初級者大会他 会場 事務局（問合せ先） 担当者 電話番号 ＦＡＸ23 愛知 日本棋院（中部総本部） 愛知県立豊田高等学校 船橋　聖志 0565-45-862224 三重 三重県立宇治山田高等学校 三重県立宇治山田高等学校 小山 澄人 0596-28-7158 0596-28-715025 滋賀 滋賀県立彦根東高等学校　大会議室 滋賀県立彦根東高等学校 坂本　秀誠 0749-22-4800 0749-26-387926 京都 京都府盲学校 中庄谷 修 075-492-6733 075-492-692927 大阪 大阪商業大学 大阪府立四條畷高等学校 井澤周治 072-877-0004 072-877-325028 兵庫 ・5/29（団体戦/認定/初級者）→灘高校・6/12（個人戦/認定/初級者）→雲雀丘学園高校 灘高等学校 内田　啓 078-411-7234 078-411-724429 奈良 川西文化会館 奈良県立奈良情報商業高等学校 勝田　一光 0744-42-4014 0744-42-382730 和歌山 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ 和歌山県立有田中央高等学校 梨木淳司 0737-52-4340 0737-52-674931 鳥取 北栄町中央公民館　大栄分館 湯梨浜高等学校 小谷　大基 0858-48-6810 0858-48-681332 島根 島根県立出雲高等学校　久徴会館 島根県立益田高等学校 西田利治 0856-22-0044 0856-22-144233 岡山 岡山大安寺中等教育学校 岡山県立岡山一宮高等学校 江田　紀彦 086-284-2241 086-284-224334 広島 中国新聞ビル７階会議室 呉商業高等学校 伊藤　彰 0823-72-2525 0823-72-252635 山口 防府商工高等学校 山口県立山口高等学校 真當　良洋 083-922-8511 083-922-050336 徳島 徳島県立城東高等学校 徳島県立城ノ内高等学校 野口洋 088-632-371137 香川 四国新聞社　5階大会議室 日本棋院香川県本部 西山　美智子 0877-23-9795 0877-23-979538 愛媛 6/4：松山東高等学校6/5：愛光高等学校 愛媛県立新居浜西高等学校 立野　潤 0897-37-2735 0897-37-575139 高知 坂本大衆囲碁クラブ（日本棋院高知県支部） 高知追手前高等学校 久保　隆司 088-873-6141 088-873-974840 福岡 東筑高等学校 福岡県立東筑高等学校 遠藤　周平 093-691-0050 093-691-953141 佐賀 佐賀新聞社 株式会社佐賀新聞プランニング 久保恒 0952-28-2151 0952-29-470942 長崎 青雲高等学校 青雲高等学校 末永寛 095-882-0678 095-882-948043 熊本 水前寺共催会館 熊本県立熊本高等学校 久保　智裕 096-371-3611 096-371-362344 大分 5/21団体戦→大分西高等学校5/28個人戦→ＯＢＳ大分放送5階 学校法人　大分高等学校 佐藤　伊佐善 097-551-1101 097-553-038645 宮崎 宮崎市中央公民館 宮崎県立日向工業高等学校 佐貫　友昭 0982-57-1411 0982-57-214646 鹿児島 ラ・サール学園オーラスホール ラサール高校 狩野　正一郎 099-268-3121 099-268-312247 沖縄 沖縄県教育福祉会館 沖縄県立那覇西高等学校 石垣　信秀 098-858-8274 098-858-2938終了しました終了しました終了しました終了しました終了しました終了しました
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