
第３回くらしき吉備真備杯 こども棋聖戦各県予選日程一覧 2013/10/18現在
順次更新いたします。

県番号 都道府県 開催日 会場 事務局 備考

1 北海道 9月29日 ジュニア天元戦会場 日本棋院北海道本部 電話 011-232-0150 ジュニア天元戦の結果をもとに推薦・実施済

2 青森 - - 日本棋院青森県本部 電話 017-777-8715 事務局推薦で選抜する

3 岩手 - - 日本棋院岩手県本部 電話 019-651-8990 事務局推薦で選抜する

4 宮城 10月13日 仙台本町囲碁倶楽部 宮城県囲碁連盟 電話 022-224-0330

5 秋田 11月3日 秋田囲碁センター 日本棋院秋田県本部 電話 018-833-6976

6 山形 - - 日本棋院山形県支部連合会 電話 023-623-9698 事務局推薦で選抜する

7 福島 10月20日 福島囲碁会館 日本棋院福島県支部連合会 電話 024-534-0344

8 茨城 10月20日 みと文化交流プラザ 日本棋院茨城県支部連合会 電話 029-221-9639 左記問い合わせ電話は午前中のみ

9 栃木 9月23日 - 日本棋院栃木県本部 電話 028-655-0156 実施済

10 群馬 9月16日 - 群馬少年少女囲碁協会 電話 0270-32-1000 実施済

11 埼玉 10月20日 川口市立中央ふれあい館 埼玉県少年少女囲碁協会 電話 048-556-7736

12 千葉 10月13日 モリシア津田沼センターコート 千葉県少年少女囲碁連盟 ＨＰ http://www.go-en.com/golax/taikai/kodomokisei_entry20131013.html 又はメールteamgolax@gmail.com

13 東京 10月6日 日本棋院市ヶ谷会館 日本棋院普及事業部 ＨＰ http://www.nihonkiin.or.jp/news/2013/09/3_106.html 実施済

14 神奈川 10月6日 横浜本因坊　手談 横浜本因坊　手談 電話 045-241-8130 実施済

15 新潟 10月27日 囲碁サロン天元 新潟県囲碁連盟 電話 025-248-3188

16 富山 10月12日 囲碁サロン天元 日本棋院富山県支部連合会 電話 0766-24-1555

17 石川 6月9日 - 石川こども交流センター 電話 076-243-5009 実施済

18 福井 10月12日 日本棋院囲碁２１支部 日本棋院福井県支部連合会 電話 080-3692-5346

19 山梨 - - 日本棋院山梨県本部 ファックス 0551-28-5843 事務局推薦で選抜する

20 長野

21 岐阜 9月29日 大垣囲碁センター 大垣囲碁センター 電話 0584-78-1155 実施済

22 静岡 11月4日 静岡市葵区番町市民活動センター 特定非営利活動法人ＮＰＯ東海 ファックス 054-253-5719

23 愛知 9月29日 日本棋院中部総本部 日本棋院中部総本部 電話 052-951-5588 実施済

24 三重 8月3日 - 日本棋院三重県支部連合会 電話 080-2611-7744 実施済

25 滋賀 10月5日 コミュニティセンターやす 田中　伸拓氏 メール nobuhira@heart.ocn.ne.jp 実施済

26 京都 9月29日 京都教育文化センター 日本棋院京都本部 電話 075-771-3453 実施済

27 大阪 10月20日 日本棋院関西総本部 日本棋院関西総本部 メール osakaigo@abeam.ocn.ne.jp

28 兵庫 10月27日 神戸サンセンタープラザ６階西館８号室 日本棋院関西総本部 メール osakaigo@abeam.ocn.ne.jp

29 奈良 10月20日 奈良県中部公民館 奈良県囲碁協会および奈良県支部連合会 電話 0743-75-1213

30 和歌山 - - 日本棋院和歌山支部 メール cfgan704@jtw.zaq.ne.jp 例年5～6月に実施。本年も実施済

31 鳥取

32 島根 10月27日 日本棋院江津支部 日本棋院江津支部 電話 080-1941-7325

33 岡山 10月20日 マービーふれあいセンター 日本棋院岡山県支部連合会 電話 086-206-2241

34 広島 10月6日 中国新聞ビル７Ｆ 日本棋院広島県本部 電話 082-231-6420 実施済

35 山口 - - 日本棋院山口県支部連合会 電話 0834-32-0900 実施済

36 徳島 9月29日 徳島県教育会館 日本棋院徳島県支部 電話・ファックス 088-668-0761 実施済

37 香川 8月18日 - 日本棋院香川県本部 電話 087-882-7120 実施済

38 愛媛 10月27日 愛媛棋道協会囲碁センター 日本棋院愛媛県支部連合会 電話 089-945-7668

39 高知 10月20日 日本棋院高知県支部 日本棋院高知県支部 電話 090-6886-5327

40 福岡 11月17日 福岡囲碁会館 日本棋院九州本部 電話 092-411-5768

41 佐賀 10月27日 日本棋院佐賀中央支部 日本棋院佐賀中央支部 電話 0952-31-4908

42 長崎 10月20日 深堀囲碁教室 認定ＮＰＯ法人長崎こども囲碁普及会 ファックス 095-845-6809

43 熊本 10月13日 日本棋院熊本県本部 日本棋院熊本県本部 電話 096-363-4964

44 大分 - - 日本棋院大分県本部 電話 097-542-6214 実施済

45 宮崎 - - 日本棋院宮崎県連合会 電話・ファックス 0985-28-1172 実施済

46 鹿児島 10月6日 サンエールかごしま 日本棋院鹿児島県支部連合会 電話・ファックス 099-208-0810

47 沖縄 10月26日 浦添囲碁会館 沖縄県囲碁連盟 電話 090-1948-1575
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