
8月14日（水） 8月15日（木）
第1会場 ２階「紫の間」 【入場料（各日）】 一般：2,000円、小中学生：1,500円

★女流Da y！★ ★熱き男たちの戦い★

※「勝敗予想クイズ」…14日、15日に第1会場舞台で繰り広げられる★印対局の勝者予想クイズです。
　各日ごとのそれぞれの勝者予想が全問正解者10名様（合計20名様）に賞品をプレゼント。
　正解者が多い場合は抽選とさせて頂きます。賞品は後日発送させて頂きます。

日時 8月14日（水） 8月15日（木）
クイズ受付締切は10：20まで　会場内の応募コーナーにて受付。

勝敗予想クイズ「今日の勝者は誰だ？」
◎14日のプログラム上で対局される納涼トーナメント
　3局（★印）について勝敗を予想。詳細は下記に。

「女流の戦い ！
　　 納涼女流トーナメント戦 予選」★★
第１局　吉田 美香 八段  VS  万波 奈穂 二段
第２局　佃 亜紀子 五段  VS  下坂 美織 二段
解説・聞き手：
　　　　 小川 誠子 六段　井澤 秋乃 四段
 　　　　水戸 夕香里 三段　田村 千明 三段 

14:30～
「息をあわせてペア碁対局♪」
　  　息がピッタリのペアはどちら？
山田 規三生 九段・万波 奈穂 二段
　　　　　　　　VS
　　　　村川 大介 七段・下坂 美織 二段
解　説：石井 邦生 九段
聞き手：井澤 秋乃 四段

「女流の戦い ！
　　 納涼女流トーナメント戦 決勝」★
解　説・聞き手：予選敗退者

13:30～ トークタイム 「禄子の部屋」
ゲスト：落語家  桂 南光
司　会：稲葉 禄子

昼食休憩（ホテル特製弁当販売あり ※数量限定）

13：00

10：10

14：00

主催者挨拶：日本棋院常務理事・後藤 俊午 九段 休　憩

阪急杯争奪戦　表彰式

クイズ受付締切は10：20まで　会場内の応募コーナーにて受付。

勝敗予想クイズ「今日の勝者は誰だ？」
◎15日のプログラム上で対局される納涼トーナメント
　3局（★印）について勝敗を予想。詳細は下記に。

「1手20秒  超早碁‼ 納涼トーナメント
　　　　　  予選　第1局、第2局」★★
第１局　山田 規三生 九段  VS 村川 大介 七段
第２局　井山 裕太 棋聖  VS  瀬戸 大樹 七段
解　説：円田 秀樹 九段　石田 篤司 九段
聞き手：井澤 秋乃 四段　下坂 美織 二段

14:00～
「九路盤  東西チーム対決!!  三番勝負」
　対局者は誰と誰? 先鋒、 次鋒は・・・
　　  チームの作戦が勝敗の行方を占う
東チーム：小川 誠子 六段、井澤 秋乃 四段、
　　　　　下坂 美織 二段
西チーム：佃 亜紀子 五段、水戸 夕香里 三段、
　　　　　田村千明三段 
ゲスト：桂 南光
解　説：結城 聡 十段
聞き手：万波 奈穂 二段

16:10～
最終プログラム!  超早碁の王者は誰だ?
「1手20秒  超早碁‼　 
　　　　　　納涼トーナメント  決勝」★
解　説：予選敗退者
聞き手：万波 奈穂 二段

15:30～ トークタイム 「女子会マル秘♥話」
　　　ここだけのナイショ話。
　　　舞台イベント女流棋士全員参加
司　会：水戸 夕香里 三段

13:30～ トークタイム きれいなおねえさん登場！
　　　　　　　　「子育てと囲碁」
ゲスト：女優  水野 真紀、井山 裕太 棋聖
司　会：稲葉 禄子

昼食休憩（ホテル特製弁当販売あり ※数量限定）

13:00～
サイン会  小川 誠子 六段、万波 奈穂 二段（星・月の間）

14:30～ サイン会  井山 裕太 棋聖（星・月の間）

松竹梅杯争奪戦　表彰式

16：00

17：30

15：00

9：30
（開場）

※サイン会は販売コーナーでの書籍ご購入に先着順で整理券（先着50冊）をお渡しします。但し、サインはお一人様に付き最大３冊まで。
※プログラムの内容・時間・出演者は都合により変更になる場合がありますので、ご了承下さい。

◎受 付 時 間：午前９時30分～10時（応募者多数の場合は抽選となります）
◎定　　　員＝各クラス１６名　　　参加費＝2,000円〈税込〉
◎競 技 方 法：無差別クラス、Ａクラス（四段以上）、Ｂクラス（二、三段）、Ｃクラス（初段、級位）によるトーナメント戦。
◎手合い割り：無差別～Ｂクラスは互先、Ｃクラスはハンデ戦　　　◎持ち時間：各30分切れ負け
◎賞　　　　：優勝＝優勝カップ・副賞を贈呈、準優勝＝副賞を贈呈、新阪急ホテル賞＝ホテルお食事券など
　　　　　　　※当日17時30分から｢紫の間」の舞台で表彰式を行います。

8月15日（木）

「星・月の間」

■阪急杯争奪「棋力別４クラスによるトーナメント」

第4会場 ２階「星・月の間」　【入場無料】 ※ただし、別に参加料が必要です。

日 程 大　　会　　名

★当日のお申込みです。

■松竹梅杯団体戦「棋力別４クラスによるリーグ戦」

8月14日（水）

「星・月の間」

◎受 付 時 間：午前９時30分～10時（応募者多数の場合は抽選となります）
◎定　　　員＝各クラス8チーム　　　参加費＝6,000円〈税込〉
◎競 技 方 法：棋力をポイントに換算。10級を1pとして棋力が上がるごとにポイント加算。
　　 　 　 　　１級 =10p　初段=11p～六段16pとしてクラス分け。
　　 　 　 　　無差別クラス（3人の合計48p以上、平均六段）、Ａクラス（3人の合計42～47P、平均四・五段）、
　　 　 　 　　Ｂクラス（3人の合計36～41P平均二・三段）、Ｃクラス（35p以下、平均初段以下）に分かれて、
　　 　 　 　　3回戦のリーグ戦。
◎手合い割り：無差別～Ｂクラスは互先、Ｃクラスはハンデ戦　　　◎持ち時間：各40分切れ負け
◎賞　　　　：優勝＝優勝カップ・副賞を贈呈、準優勝＝副賞を贈呈、松竹梅杯賞＝宝酒造製品など
　　　　　　　※当日17時30分から｢紫の間」の舞台で表彰式を行います。

★事前申込み制

大　会

　　＜参加申込み＞総合受付

＜大会受付＞総合受付

第2会場

10：30
～12：30

13：00
～15：00

15：00
～17：00

芦田　磯子　六段
田中智恵子　四段
荒木　真子　三段
重野　由紀　二段
石井　　茜　二段
宮本　千春　初段
飛田　早紀　初段

２階「雪の間」 【入場無料】 ※ただし、別に参加料が必要です。

♥指導対局：女流棋士指導碁料3,000円 
★女流アマインストラクター指導対局：2,000円
（各回1名につき3名まで） ※先着順
　　　　　　　　　 ＜参加申込み＞総合受付

指導対局：指導料3,000円
（各回棋士１名につき３名まで）※先着順
　　　　　　　　　  ＜参加申込み＞総合受付

円田　陽一　七段
佐野　貴詔　七段
峯松　正樹　六段
佐々木　毅　六段
大橋　成哉　五段
桐本　和夫　四段
古田　直義　四段
古家　正大　四段

時 間

指導碁

２階「北ロビー広場」 【入場無料】 
13:30～、16：00～ ※ただし、別に参加料が必要です。

第3会場

●10面打ち（指導料：1,500円）※先着順  
　　　　　　　 　    ＜参加申込み＞総合受付

但 馬　慎吾　四段
小 松　大樹　初段

十面打
ち

古家　裕子　アマ6段
（全日本女流アマ選手権 近畿代表）

古谷由希子　アマ6段
（全日本女流アマ選手権 近畿代表）

植木さと子　アマ6段
（全日本女流アマ選手権 近畿代表）

堀本　範子　アマ6段
(2011年女子学生本因坊日本一)
中野　佑紀　アマ6段

（全日本女流アマ選手権愛知県代表）
橋本　朱莉　アマ5段
（2012年女流秀策杯代）




