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王 座 王 座 戦、Aクラス戦、Aクラス【7月19日（日）】【7月19日（日）】
Bクラス、CクラスBクラス、Cクラス【7月26日（日）】【7月26日（日）】

Dクラス、EクラスDクラス、Eクラス【8月2日（日）】【8月2日（日）】
FクラFクラス、ス、GクラGクラス【8月9日（日）】【8月9日（日）】

王 座 戦、Aクラス【7月19日（日）】
Bクラス、Cクラス【7月26日（日）】

募集人募集人数：こども王座戦こども王座戦 小学小学生・生・中学生中学生 各16名 （先着順）（先着順）

　　　　　　　　Aクラクラス～ス～Gクラスクラス 各32名 （先着順）（先着順）

募集人数：こども王座戦 小学生・中学生 各16名 （先着順）
　　　　　Aクラス～Gクラス 各32名 （先着順）
※新型コロナウイルス対策のため、日にちをわけ、各クラス参加人数に制限を設けています。※新型コロナウイルス対策のため、日にちをわけ、各クラス参加人数に制限を設けています。※新型コロナウイルス対策のため、日にちをわけ、各クラス参加人数に制限を設けています。

Dクラス、Eクラス【8月2日（日）】
Fクラス、Gクラス【8月9日（日）】

［最強クラス] 
小学生・中学生各１６名による
トーナメント、オール互先
※参加人数により大会方式を
変更させて頂く場合が
ございますので、
ご了承ください。

こども
王 座 戦

TEL. 06-6136-8615　FAX. 06-6136-8619　Eメール osakaigo@abeam.ocn.ne.jp

日本棋院 梅田囲碁サロン
大阪市北区角田町1番12号
       　　 阪急ファイブアネックスビル6F
 ※当日の連絡先：06－6364－5841

〔電車〕
　● 阪急電鉄梅田駅より徒歩約4分
　● 地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩約5分
　● 阪神電鉄梅田駅より徒歩約6分 
　● JR大阪駅より徒歩約8分
　● 地下鉄谷町線東梅田駅より徒歩約6分

日本棋院 梅田囲碁サロン
阪急ファイブアネックスビル6F

9路13路盤
クラス
最大8局打ち

認定基準＝グループ別に対戦３回勝負を
1局とし4回戦、４局中３勝で昇級。
新たに4局打ち。再度3勝で昇級。

４勝で銀メダル
6勝で金メダルを贈呈！
募集人数：各クラス32名

　　 （先着順）

［E～Gクラス］
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1,000円
（※当日入金）

お楽しみ抽選会
※参加者の中から抽選で、※参加者の中から抽選で、
豪華賞品が当たります。豪華賞品が当たります。
※参加者の中から抽選で、
豪華賞品が当たります。

新型コロナウイルス感染症対策ご協力のお願い　
・大会当日は来場されるお子様、保護者様全員の体温測定を行います。37.5度以上の方はご入場いただけません。
・大会参加中は、こまめな手洗いうがいをお願いいたします。参加者、保護者ともに必ずマスクをご着用ください。
・大会前に発熱や咳など風邪のような症状があった場合は、他の参加者への感染防止のため来場をお控えください。
・会場内の混雑を避けるため保護者様の待機場所のご用意は御座いません。予めご了承ください。

※高校生までの方がご参加いただけます。※高校生までの方がご参加いただけます。※高校生までの方がご参加いただけます。

主　　催：主　　催：日本棋日本棋院
後　　援：後　　援：関西棋院関西棋院
特別協賛：特別協賛：日本経済新聞社・阪急電鉄・粧美堂株式会社日本経済新聞社・阪急電鉄・粧美堂株式会社

主　　催：日本棋院
後　　援：関西棋院
特別協賛：日本経済新聞社・阪急電鉄・粧美堂株式会社

［Aクラス］
有段者クラス・最大５局打ち

同じ段位は互先、先番6目半コミ出し。
一段差につき一子、ジゴ白勝。
認定基準＝５局中４勝で昇段。

３勝で銀メダル
５勝で金メダルを贈呈！
募集人数：32名（先着順）

棋力認定戦
級位者クラス・最大８局打ち

同じ級位は互先、先番6目半コミ出し。
一級差につき一子、ジゴ白勝。

　認定基準＝グループ別に対戦４局中３勝で昇級。
新たに4局打ち。再度3勝で昇級。

４勝で銀メダル
６勝で金メダルを贈呈！
募集人数：各クラス32名
　　  （先着順）

［B～Dクラス］

棋力認定戦

（無料）
※大会参加者に
限ります。

  棋士に
チャレンジ



◇こども王座戦（オール互先）
●参加資格：三段以上
小学生、中学生の部 各16名　　対局時計使用（各30分）
※参加人数により大会方式を変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
　負ければ棋力認定戦Ａクラスへ移動
◎賞＝各クラスの優勝の方には子ども王座允許状とカップ、副賞（QUOカード2000円分）

夏休みこども囲碁フェスティバル2020
参加申込書

住　所　〒

参加希望クラス（○印をつけてください）
①  王座戦（小・中）
②  棋力認定戦（　　　　クラス）
　※参加クラスをご記入ください。

TEL：　　　　－　　　　　－

参加者の氏名

生 年  月  日

学　 校　 名 学　年

段　　 級

現在の段・級位（ふりがな）

平成　 　年　 　月 　　日（  　　才）

キ　リ　ト　リ　線

【Aクラス】  グループ別に対戦（最大５局打ち）。同じ段位は互先、先番6目半コミ出し。
 認定基準＝5局中4勝で昇段。対局時計使用なし（対局受付時間内最大５局打つことができます。）
 ◎賞＝３勝で銀メダル。５勝で金メダルを贈呈！
【B～Dクラス】 グループ別に対戦（最大８局打ち）。同じ級位は互先、先番6目半コミ出し。　
 対局時計使用なし（対局受付時間内最大8局打つことができます。）
 認定基準＝４局中3勝で昇級。新たに4局打ち。再度３勝で昇級
 ◎賞＝４勝で銀メダル。６勝以上で金メダルを贈呈！
【E～Gクラス】 グループ別に対戦（最大８局打ち）。白黒交互に入れ替え、3回勝負を1局とし4回戦。
 置石なし、コミなし、ジゴ両勝。Gクラスは相手の石を10個先に取れば勝ち
 認定基準＝４局中3勝で昇級。新たに4局打ち。再度３勝で昇級
 対局時計使用なし（対局受付時間内に最大8局打つことができます。）
 ◎賞＝４勝で銀メダル。６勝以上で金メダルを贈呈！

◇棋力認定戦クラス表（ハンデ戦）
ク ラ ス

棋　  力

Ａ

有 段 者

Ｂ

1～5級

Ｃ

6～10級

D

11～20級

E

13路盤クラス
（21～30級）

F（9路盤）

整地ができる
（31～40級）

G（9路盤）

ポン抜きゲーム
（41～50級）

・小学校
・中学校
・高　校

教　室　名：

〒530ｰ0013　大阪市北区茶屋町19ｰ19　アプローズタワー10階
日本棋院「こども囲碁フェスティバル」係

電　話：06ｰ6136ｰ8615　FAX：06ｰ6136ｰ8619　メール：osakaigo@abeam.ocn.ne.jp

お問い合せは下記へ

各クラス１回戦終了後随時受付　（２面打ち・参加無料）
◇13路盤で棋士にチャレンジ！ ＜当日受付＞ 7月19日（王座、Ａクラス） ： 7月14日（火）締切

7月26日（B、Cクラス） ： 7月21日（火）締切
8月  2日（D、Eクラス） ： 7月28日（火）締切
8月  9日（Ｆ、Ｇクラス） ： 8月  4日（火）締切

受付締切日

参加ご希望の方は、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
①日本棋院ホームページ（http://www.nihonkiin.or.jp/）のイベント案内の応募フォームからお申し込み
②参加申込書に必要事項をご記入の上、封書またはFAX、メールでお申込みください。　
　お申し込みいただいた方には対局カードをお送りいたしますので当日、会場へお持ちください。
③参加費は当日会場にてお支払いください。

申込方法

※お申込の個人情報は大会運営、日本棋院からの情報を提供する以外には使用いたしません。

◇当日のスケジュール
【王座戦】
①10:00～ … 開会式（9:30受付開始）
②10:10～ … １回戦
③11:15～ … ２回戦
④12:15～ … お昼休憩
⑤12:45～ … ３回戦
⑥13:50～ … ４回戦
⑦15:00～ … お楽しみ抽選会・表彰式

【A～Cクラス】
①10:00～ … 開会式（9:30受付開始）
②10:10～ … 対局開始
③12:15～ … お昼休憩
　　　　　　　棋士にチャレンジ
④12:45～ … 対局開始
⑤15:00～ … お楽しみ抽選会

【D～Gクラス】
①10:00～ … 開会式（9:30受付開始）
②10:10～ … 対局開始
③11:45～ … お昼休憩
                     棋士にチャレンジ
④12:15～ … 対局開始
⑤13:45～ … お楽しみ抽選会


