
 

市橋工業の市橋社長主催による、いちご杯プロアマペア碁大会に出場させていただきました。 

私のペアは、なんと釼持丈八段。 

釼持八段は筋に明るく、感覚が良くかっこいい碁として、プロの間でも定評があります。 

ペアを組ませていただけるなんて、本当にありがたいことです。が、それと同時に不安が。 

インストラクターの大会で、私の碁をサロンで解説していただいたのは、まだ数ヶ月前の 

こと。そのときは、 

「みなさん、これは、悪い見本です（笑）。こういう手は打ってはいけません」と、いじられ 

まくり、みなさんには喜んで？いただきました。 

さて、その二の舞いはしたくない。そこで、釼持さんの碁を並べ勉強して臨みました。 

にも関わらず、打ち始めると、着手は逆へ逆へといってしまう。2 線は打つな。のぞきは犯罪。 

など、釼持さんの言葉に逆らうような手を打ってしまいます。それでも、酷い悪手を連打した 

はずなのに、形勢は良くなっていく。中央の空間が自然と地になっていく。神のような力と技 

を体感することができました。結果は 2 回戦敗退となりましたが、素晴らしい経験でした。 

もし、もう一度チャンスをもらえるのなら、今度はもう少し勉強して、さらにいい碁が打て 

るようになりたいと思いました。久しぶりの大会参加で、負ける悔しさと勝つ喜びと囲碁の 

おもしろさを改めて実感することができました。             稲葉禄子 

イベントご案内 
★ ９(土) 白友会（囲碁サロン Ranca にて） 10:00～17:00 
★ １４(木) 学生王座自戦解説会 20:00～21:30 
★ １６(土) オープンデー 13:00～18:00 
★ １７(日) 囲碁大会 11:00～17:00 
★ ２４(日)     あかね会     13:00～17:00 
★ ２４(日)       白江会  10:00～17:00 
★ ２５(月)      １９路基礎レッスン 19:00～21:00 
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 お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

よりも早く届きます

ゼントいたします。

     

東京都千代田区麹町３－４－７

TEL 

 

 

 

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

よりも早く届きます

まだメール登録いただいていない方で、今回登録

ゼントいたします。

      

2019 年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

するしかありませんよ～♪

  日 時：

  参加費：４，８６０円（昼食込み）

優勝者には

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。

 

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

王座のタイトルを

聞き手は山田あかねが務めます。

日 時：

参加費：

当日は 17:00

初めての自戦解説

２月２４

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

２月２５

サロン利用料のみ

            

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
営業時間 

東京都千代田区麹町３－４－７

TEL 03

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

よりも早く届きます。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

まだメール登録いただいていない方で、今回登録

ゼントいたします。                      

     

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

するしかありませんよ～♪

時：２月１７

参加費：４，８６０円（昼食込み）

優勝者にはトロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。

★

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

王座のタイトルを再度

山田あかねが務めます。

時：２月１４

参加費：１，６２０円（１ドリンク付き）

17:00～20:00

の自戦解説

★ あかね会＆

２４日（日） 

会員￥1,620

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

２５日（月） 

サロン利用料のみ

            

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
 月・火・木

（閉店１時間前

東京都千代田区麹町３－４－７

03-3263-
URL

E-mail

★ 

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

まだメール登録いただいていない方で、今回登録

                      

                      

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

するしかありませんよ～♪ 

１７日（日）

参加費：４，８６０円（昼食込み）

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。

★ 学生王座によるプロアマ自戦解説会

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

再度獲りました。

山田あかねが務めます。

１４日（木） 

１，６２０円（１ドリンク付き）

20:00 まで指導碁を担当しております。

の自戦解説、その緊張ぶりを是非見にいらしてください。

あかね会＆

  あかね会

1,620－ 

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

  １９路基礎レッスン

サロン利用料のみ 級位者対象です。講師による検討もあります。

            

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
月・火・木１０：３０～２２：００

閉店１時間前までにご入場下さい

東京都千代田区麹町３－４－７ ビルディング啓４Ｆ

-0620 ／
URL  http:// 

mail info@dis15.com

 メール登録のオススメ

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

まだメール登録いただいていない方で、今回登録

                      

                     
★ ２月の囲碁大会

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

） 11:00

参加費：４，８６０円（昼食込み）

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。

サ ロ

学生王座によるプロアマ自戦解説会

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

獲りました。2/10

山田あかねが務めます。  

 20:00～

１，６２０円（１ドリンク付き）

まで指導碁を担当しております。

、その緊張ぶりを是非見にいらしてください。

あかね会＆19 路基礎レッスンのお知らせ

あかね会  13:00

 ビジター￥

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

１９路基礎レッスン

級位者対象です。講師による検討もあります。

             

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
１０：３０～２２：００、

までにご入場下さい

ビルディング啓４Ｆ【有楽町線「麹町駅」３番出口直結】

／ FAX
http:// www.dis15.com

info@dis15.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール登録のオススメ
 

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

まだメール登録いただいていない方で、今回登録

                      

                     
２月の囲碁大会

 

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

11:00～17:00

参加費：４，８６０円（昼食込み） 

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。

ロ ン 通

学生王座によるプロアマ自戦解説会

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

2/10 に井山王座に挑戦

～21:30 

１，６２０円（１ドリンク付き） 利用料別途

まで指導碁を担当しております。

、その緊張ぶりを是非見にいらしてください。

路基礎レッスンのお知らせ
 

13:00～17:00 

ビジター￥3,240－（１ドリンク付き）目指せ初段！

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

１９路基礎レッスン  18:00

級位者対象です。講師による検討もあります。

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ）
、水・金１０：３０～２

までにご入場下さい） 

【有楽町線「麹町駅」３番出口直結】

FAX 03-3262
www.dis15.com 

info@dis15.com  

メール登録のオススメ ★

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

パソコンやスマートフォン、タブレットなどで見られる PDF

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

まだメール登録いただいていない方で、今回登録いただいた方にはドリンク券をプレ

                      

                     
２月の囲碁大会 ★ 

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

17:00 

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

お申込はメール、お電話、またはサロン受付にて。           

通 信 

学生王座によるプロアマ自戦解説会

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

井山王座に挑戦する

利用料別途 

まで指導碁を担当しております。 

、その緊張ぶりを是非見にいらしてください。

路基礎レッスンのお知らせ

17:00 講義・対局

－（１ドリンク付き）目指せ初段！

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

18:00～21:00 

級位者対象です。講師による検討もあります。

ダイヤモンド囲碁サロン（ＤＩＳ） 
１０：３０～２４：００

 

【有楽町線「麹町駅」３番出口直結】

3262-0059

★ 

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。

PDF ファイルにて、ご案内を

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。

いただいた方にはドリンク券をプレ

                         

                      
 

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

           

 

学生王座によるプロアマ自戦解説会 ★

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

する対局を自戦解説いたします。

 

、その緊張ぶりを是非見にいらしてください。   

路基礎レッスンのお知らせ

講義・対局  

－（１ドリンク付き）目指せ初段！

級位者対象です。楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。  

21:00 講義・対局

級位者対象です。講師による検討もあります。

：００ 

【有楽町線「麹町駅」３番出口直結】 

0059 

現在、会報やイベントご案内などを郵送でお送りしている方にご案内です。 

ファイルにて、ご案内を

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。

インストラクターの変更や予約状況も随時メールにてご連絡、会報等のご案内が

。紙資源の節約にもなりますので、ぜひご検討ください。 

いただいた方にはドリンク券をプレ

   （川崎

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。

           （桝

★ 

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生

対局を自戦解説いたします。

    （梅木

路基礎レッスンのお知らせ ★ 

－（１ドリンク付き）目指せ初段！

講義・対局  

級位者対象です。講師による検討もあります。 （山田

ファイルにて、ご案内を 

お送りすることもできますので、この機会にメールアドレスの登録はいかがでしょうか。 

ご案内が郵送 

いただいた方にはドリンク券をプレ 

川崎 亜弥） 

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも 

負けてしまった方は指導碁が打てて、ヤケ酒（ソフトドリンク可）もご提供。これは参加 

トロフィー・賞状・景品（サロン利用券）を贈呈。３勝賞もございます。 

桝 由美） 

今まで数々のアマタイトルを獲ってきた大関稔インストラクター。大学生活最後に学生 

対局を自戦解説いたします。

梅木 大輔）

－（１ドリンク付き）目指せ初段！  

山田 あかね

 

 

年最初の囲碁大会です。勝っても負けても楽しい大会！ということで、惜しくも 

 

 

 

対局を自戦解説いたします。 

） 

あかね） 



２月スケジュール 

月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 

    

高倉梢 

10:30~14:30 

渡辺恵子 

13:00~17:00 

彦坂多美 

17:00~21:00 

お休み 貸切 

4 5 6 7 8 9 10 

小田彩子 
10:30~14:30 
矢野瑞季 

13:00~17:00 
堀田あや 

17:00~21:00 

 

大沢摩耶 
10:30~14:30 
山口庸可 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

 

宇佐美太郎 

10:30~14:30 

山岡さゆり 

13:00~17:00 
山田真生 

17:00~21:00 

新垣望 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

長井多葉紗 

10:30~14:30 

堀田あや 

13:00~17:00 

宇佐美太郎 

17:00~21:00 

 

お休み 

 

 

 

囲碁サロン 

Ranca にて 

お休み 

11 12 13 14 15 16 17 

お休み 

渡辺恵子
10:30~14:30 
長井多葉紗 

13:00~17:00 
藤原彰子 

17:00~21:00 
 

彦坂多美 

10:30~14:30 

岩野美加 

13:00~17:00 
山口庸可 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
大関稔 

17:00~20:00 

辻萌夏 

10:30~14:30 
高久智妃 

13:00~17:00 
山岡さゆり 

17:00~21:00 

オープンデー 

長井多葉紗 

13:00～

17:00 

囲碁大会 

11:00～

17:00 

18 19 20 21 22 23 24 

大沢摩耶 

10:30~14:30 

大関稔 

13:00~17:00 

堀田あや 

17:00~21:00 

辻萌夏 
10:30~14:30 
渡辺恵子 

13:00~17:00 
矢野瑞季 

17:00~21:00 

高久智妃 

10:30~14:30 

岩野美加 

13:00~17:00 
宮本舞 

17:00~21:00 

山口庸可 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 
田中暉久 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

★星合志保 

13:00~17:00 

山口庸可 

13:00~17:00 

藤原彰子 

17:00~21:00 

貸切 

 

10:00～

17:00 

 

 

13:00～

17:00 

25 26 27 28    

大澤摩耶 

10:30~14:30 

山田真生 

13:00~17:00 

堀田あや 

17:00~21:00 

長井多葉紗 
10:30~14:30 

★白江治彦 

13:30~17:00 

矢野瑞季 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

大関稔 

10:30~14:30 

山口庸可 

13:00~17:00 
彦坂多美 

17:00~21:00 

小田彩子 

10:30~14:30 

下田和美 

13:00~17:00 

永井紀子 

17:00~21:00 

   

 

★はプロ棋士指導碁です。 
ご予約も承っております。 
個人レッスン（1ｈ30ｍ～2ｈ）
もオススメですよ 
（利用料＋￥12,960－）。 
インストラクターの指名もでき
ます（指名料￥3,240－）。 

初級教室 

初級教室 
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交流 

会 

初級教室 

講座 
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交流 

会 

交流 

会 

方円 

会 

交流 

会 

方円 

会 

サークル 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 
初級教室 

講座 

ｻｰｸﾙ 

交流 

会 

方円 

会 

方円 

会 

方円 

会 

夜間

教室 

夜間

教室 

夜間

教室 

白友会 

方円 

会 

交流 

会 

あかね会 

指 導 碁 10:30 ～ 、
13:00～、17:00～の
回はご予約可能です。
混み合う場合には 
盤面を増やすことも 
ございます。ご了承く
ださい。 

 

サー

クル 

19 路

基礎 

方円 

会 

夜間

教室 

サークル 

白江会 

方円 

会 

交流 

会 

インストラクター紹介  
○渡辺恵子  女流アマ準優勝経験あり             ○堀田あや  女流アマ関西代表経験あり        

○永井紀子  女流アマ関東代表経験あり           ○林むつみ  2018 年女流アマ全国準優勝 

○久代迎春  2018 年女流アマ全国優勝       ○下田和美  元院生 女流アマベスト４経験あり   

○大澤摩耶  元院生 女流アマ全国優勝２回       ○高倉梢   元院生 女子学生大会優勝経験あり      

○長井多葉紗 元院生 女子学生大会準優勝経験あり ○小田彩子  元院生 女流アマ全国優勝１回 

○笹子理紗  女子学生選手権優勝経験あり         ○新垣望   元院生 新垣武九段は実父 

○小野孝蘭  元院生 女子学生本因坊３位経験あり ○石塚茉希  緑星学園出身 

○宮本舞     元院生 女流アマ関東代表経験あり  ○谷結衣子  北里大学 高校選手権優勝経験あり 

○矢野瑞季  元院生 女流アマベスト４経験あり   ○谷麻衣子  横浜市立大学 高校選手権優勝２回   

○藤原彰子  早稲田大学 女流アマ全国優勝２回、女子学生本因坊優勝３連覇中 

○山口庸可  早稲田大学 高校選手権４位経験あり ○彦坂多美  早稲田大学 女流アマ関東代表経験あり 

○高久智妃  昭和大学 高校選手権団体戦優勝   ○山岡さゆり 武蔵野美術大学 高校選手権４位 

○辻萌夏   慶應大学 高校選手権個人優勝    ○岩野美加  元院生 2018 年女流アマ関東代表 

◎永代和盛  元院生 アマ名人準優勝経験あり     ◎宇佐美太郎 囲碁教室講師経験多数        

◎大関稔   専修大学 2018 年学生王座優勝。アマ名人・本因坊優勝経験あり 

◎星合真吾  早稲田大学 2017 年学生十傑優勝、2018 年アマ名人準優勝 

◎橋本淳平  東京大学 高校選手権ベスト８    ◎坂倉健太   慶応義塾大学 2017 年学生王座準優勝 

◎山田真生  東京理科大学 2018 年学生 最強位優勝 ◎田中暉久 東京大学 

白友会 
※囲碁サロン Ranca で開催いたします 

白江八段との指導碁・インストラク ター 

とは何局でも打てます。昼食中に講義が 

あります。たくさん指導碁が受けられる 

お得な会です。 

日 時   ９日(土) １０：００～１７：００ 
参加費   女性￥１０，８００－ 

男性￥１２，９６０－ 

白江会 
一般対局をたくさん楽しんでいただく 

会です。年に１回勝星を還元し、囲碁 

用品などに交換します。 

日 時  ２４日(日)１０：００～１７：００  

参加費  ￥４，０００－（税込） 

昼食、参加賞付き 

指導碁  ￥１，０００－（税込） 

森インストラクター 

ＤＩＳ交流会 
※随時参加ＯＫ 

リーグ戦（３ヶ月毎）や初心者・入門

者レッスンがあります。 

※19 路盤デビューまで無料でレッスン 

いたします！ 

日 時  毎週水・金曜 １９：００頃～ 

講 師 梅木大輔、宇佐美太郎、 

参加者 ２０～４０代の方が中心 

 入門～県代表クラスまで 

参加費  サロン利用料のみ 

木曜初級教室 
※新規受付中 

講義と指導碁で、楽しく強くなりましょう！ 

毎月第三木曜は棋力判定を行います。 

日 時 毎週木曜日 １０：００～１２：００ 

月 謝  ￥１０，８００－（会員） 

￥１２，９６０－（ビジター） 

講 師 下田和美 

対 象 級位者 

      ※入門者は個別でルール説明 

      いたします。 

方円会 
※金曜新規募集中 

指導碁を必ず受けられる教室です。 

初段を目指す方、更なるレベルアップを目指

す方に最適！ 対局もたくさんできます。 

日 時 毎週火・金曜日 １０：３０～１５：３０ 

月 謝 ￥１０，８００－（会員） 

￥１６，２００－（ビジター） 

講 師 白江治彦八段、 

森淳行、光井一矢 

対 象 １桁級～高段者 

１９路基礎レッスン 
参加者に合わせたレッスンを行います。 

大盤による講義とフリー対局でお楽しみ

下さい（講師による検討あり）。 

日 時  ２５日 (月)１９：００～２１：００ 

参加費  入場料のみ  

講 師 梅木大輔 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 

 

水曜講座 
※参加者募集中 

その時々の参加者棋力に合わせたテーマ 

で講座を行います。 

日 時  毎週水曜 １１：００～１２：００ 

参加費  一回 ￥１，６２０－ 

（ソフトドリンク付き） 

講 師 堀田あや 

対 象  １０級～有段者 

月曜・水曜サークル 
※新規募集中 

時間内ならば指導碁を何局でも受けら 

れる指導碁サークルです。 

日 時  毎週月・水曜 １３：００～１５：３０ 

参加費 月謝(サロン料込み・４回) 

    ￥１０，８００－(会員のみ) 

担 当 堀田あや 

対 象 初級（１３路盤）～１桁級 

オープンデー 
土曜・日曜に営業を行います。 

インストラクターの指導碁もお楽しみくだ 

さい。指導碁担当は長井多葉紗です。 

日 時  １６日（土） 

１３：００～１８：００  

参加費 通常サロン利用料 

    夜間会員の方も￥６４８- 

  

プロ棋士指導碁 
★白江治彦八段  ２６日(火) 

１３：３０～１７：００ 

※他でもサロンにいる日は対局可能です。 

★星合志保二段  ２２日(金) 

13:00~14:20,14:20~15:40,15:40~17:00 

ご予約もできます 

○指導料   正会員  ￥４，３２０－ 

限定会員￥４，８６０－ 

火曜夜間教室 
※新規募集中 

夜間教室がはじまりました。棋譜添削付き。 

日 時 毎週火曜 １８：００～２０：３０ 

月 謝 ￥１０，８００－（会員） 

￥１２，９６０－（ビジター） 

講 師 森淳行 

アシスタント 山口庸可 

対 象 １桁級～四段 

あかね会 
目指せ初段！プチ講座や対局後の検討 

も手伝います。 

日 時  ２４日 (日)13：００～17：００ 

参加費  会員   ￥１，６２０－ 

       ビジター ￥３，２４０－  

    （ワンドリンク付き） 

講 師 山田あかね 

対 象 １９路を打ち始めた方～１桁級 


