
こども大会の参加申込は
ホームページへ

「将棋日本シリーズ」 中央事務局

お問い合わせ
月～金（祝日除く）10：00～18：00

TEL 0570-077-644

将棋日本シリーズ

スマホからでも
お申し込みできます

テーブルマークこども大会

JT プロ公式戦

参加費無料・事前申込先着制
申込者多数の場合は先着優先

はじめてでも楽しめる将棋のビッグイベントにみんなで参加しよう！

みんなでいっしょに、
はじめの一手。

誰とでも
 何回も指せる！

自由
対局

トーナメント
 進出をめざす！ 

ブロック
対局

目指すは
 決勝ステージ！

トーナメント
戦

みんなの
 代表が登場！

決勝
ステージ

熱戦を
 目の前で！

プロ
公式戦

これは
 ためになる！

指導対局
コーナー

大人もこどもも
 楽しめる！

詰め将棋
クイズコーナー

大会に参加して

ゲットしよう！

将棋駒型
消しゴムを

参加申込期間 : 7月5日（金）～9月17日（火）

8:50～10:00 ブロック対局受付
10:00 開会式
10:30～12:00 自由対局受付

主催 ： 公益社団法人 日本将棋連盟／中日聞社
後援 ： 文部科学省／愛知県／愛知県教育委員会／名古屋市／名古屋市教育委員会／公益社団法人 名古屋青年会議所
協賛 ： JT／テーブルマーク

15:55 開演（14:00開場）

会場へのアクセスについてはホームページをご覧ください

〈準決勝第一局〉

将棋日本シリーズ 東海大会9 28 土 ポートメッセなごや 第３展示館 愛知県名古屋市
港区金城ふ頭2-2
TEL 052-398-1771

◯必ず保護者の人にお願いして申し込んでください  ◯ブロック対局は低学年以下と高学年に分かれて行います  ◯プロ公式戦開場・開演時間は前後する場合がございます。観戦情報の詳細はホームページをご覧ください

【B3／4c】 東海大会



1 6 3 8 6 9 1

日本郵便株式会社
新宿郵便局
郵便私書箱第39号

62円切手を
お貼り下さい。

はじめてでも楽しめる将棋のビッグイベントにみんなで参加しよう！

さあ、日ごろの腕試し。
3回の対局を全勝するとトーナメント戦に進出だ！

「トーナメント戦」を
勝ち進んだ、みんなの代表が
「決勝ステージ」へ。

対局の途中で「封じ手予想クイズ」!

プロの対局を間近で観戦！ 大盤解説

お楽しみコーナーも盛りだくさん

勝利棋士がお見送り!

わかりやすい解説。

開会式10：00～ 

ブロック対局（Aコース）10：25～ 

12：00～ 

トーナメント戦（Aコース） 自由対局（A・Bコース）

決勝ステージ（Aコース）

「将棋日本シリーズ」の1日
テーブルマークこども大会

JTプロ公式戦

2019年度
（
予
定
）

ファミリー将棋 指導対局 詰め将棋クイズ

誰とでも
何回でも指せるよ！ 
たくさん対局して、
将棋駒型消しゴムをゲット！

みんなでいっしょに、
はじめの一手。

※写真はこれまでの大会のものです。 ※本大会では、このような写真を撮影し今後のポスター・チラシ・
プログラム・新聞・ホームページなどで使用する場合がございます。 ※時間は前後することがあります。

大会に参加して

ゲットしよう！

将棋駒型
消しゴムを

参加費無料・事前申込先着制 申込者多数の
場合は先着優先

テーブルマークこども大会

JT プロ公式戦

「将棋日本シリーズ」
中央事務局
東海大会J係 行

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2
TEL 052-398-1771
会場へのアクセスについてはホームページをご覧ください

参加申込期間 : 7月5日（金）～9月17日（火）

〈準決勝第一局〉

8：50～10：00 ブロック対局受付
10：00 開会式／10：30～12：00 自由対局受付

主催 ： 公益社団法人 日本将棋連盟／中日新聞社
後援 ： 文部科学省／愛知県／愛知県教育委員会／名古屋市／名古屋市教育委員会／公益社団法人 名古屋青年会議所
協賛 ： JT／テーブルマーク

15：55 開演（14：00 開場）

将棋日本シリーズ 東海大会9 28 土 ポートメッセなごや 第３展示館

◯必ず保護者の人にお願いして申し込んでください  ◯ブロック対局は低学年以下と高学年に分かれて行います
◯プロ公式戦開場・開演時間は前後する場合がございます。観戦情報の詳細はホームページをご覧ください

【B5-4P／表面4c】 東海大会／J係
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日本郵便株式会社
新宿郵便局
郵便私書箱第39号

62円切手を
お貼り下さい。

はじめてでも楽しめる将棋のビッグイベントにみんなで参加しよう！

さあ、日ごろの腕試し。
3回の対局を全勝するとトーナメント戦に進出だ！

「トーナメント戦」を
勝ち進んだ、みんなの代表が
「決勝ステージ」へ。

対局の途中で「封じ手予想クイズ」!

プロの対局を間近で観戦！ 大盤解説

お楽しみコーナーも盛りだくさん

勝利棋士がお見送り!

わかりやすい解説。

開会式10：00～ 

ブロック対局（Aコース）10：25～ 

12：00～ 

トーナメント戦（Aコース） 自由対局（A・Bコース）

決勝ステージ（Aコース）

「将棋日本シリーズ」の1日
テーブルマークこども大会

JTプロ公式戦

2019年度
（
予
定
）

ファミリー将棋 指導対局 詰め将棋クイズ

誰とでも
何回でも指せるよ！ 
たくさん対局して、
将棋駒型消しゴムをゲット！

みんなでいっしょに、
はじめの一手。

※写真はこれまでの大会のものです。 ※本大会では、このような写真を撮影し今後のポスター・チラシ・
プログラム・新聞・ホームページなどで使用する場合がございます。 ※時間は前後することがあります。

大会に参加して

ゲットしよう！

将棋駒型
消しゴムを

参加費無料・事前申込先着制 申込者多数の
場合は先着優先

テーブルマークこども大会

JT プロ公式戦

「将棋日本シリーズ」
中央事務局
東海大会Ｆ係 行

愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2
TEL 052-398-1771
会場へのアクセスについてはホームページをご覧ください

参加申込期間 : 7月5日（金）～9月17日（火）

〈準決勝第一局〉

8：50～10：00 ブロック対局受付
10：00 開会式／10：30～12：00 自由対局受付

主催 ： 公益社団法人 日本将棋連盟／中日新聞社
後援 ： 文部科学省／愛知県／愛知県教育委員会／名古屋市／名古屋市教育委員会／公益社団法人 名古屋青年会議所
協賛 ： JT／テーブルマーク

15：55 開演（14：00 開場）

将棋日本シリーズ 東海大会9 28 土 ポートメッセなごや 第３展示館

◯必ず保護者の人にお願いして申し込んでください  ◯ブロック対局は低学年以下と高学年に分かれて行います
◯プロ公式戦開場・開演時間は前後する場合がございます。観戦情報の詳細はホームページをご覧ください

【B5-4P／表面4c】 東海大会／Ｆ係



62円切手を
お貼り下さい。

友だち紹介
キャンペーン
左のハガキで友だちが参加申込すると、
キミは「龍」か「馬」、友だちは「と金」の

成駒消しゴムがもらえるよ!

※左のハガキは友だち紹介キャンペーン
の申込専用ハガキです。紹介してくれた
方（キミ）は、「将棋日本シリーズ」ホー
ムページから参加申込をしてください。

テーブルマークこども大会に参加したことのある
キミから、友だちを紹介してくれるのが条件だよ。
友だちが左のハガキで参加申込すると、友だちに
送られる案内に「成駒消しゴム引換券」2枚が入って
いるから、会場で交換してもらってね。

A
コース

B
コース

〈ブロック対局＋自由対局    〉参加

トーナメント戦や優勝をめざすなら
ここから参加！

〈自由対局    〉参加

誰とでも何回でも指して、対局数に応じて
「将棋駒型消しゴム」をもらおう！

将棋日本シリーズ スマホからでも
お申し込みできます。

◯ご希望の参加コースをお選びいただけます。

日本郵便株式会社
新宿郵便局
郵便私書箱第39号

「将棋日本シリーズ」
中央事務局 東海大会
友だち紹介キャンペーンT係 行

※当日消印有効
参加申込期間 : 7月5日（金）～9月17日（火）

【B5ペラ_友キャン／表面4c】 東海大会／T係


