
2018年9月15日
公益社団法人 日本将棋連盟

報道関係者各位

【来場者数】
テーブルマークこども大会参加者数 ： 613人 [低学年283人、高学年330人]

テーブルマークこども大会来場者数 ： 1,584人 [同伴者/ 971人]

ＪＴプロ公式戦来場者数 ： 1,587人（前年比：220.4％）

将棋日本シリーズ総来場者数 ： 3,171人（前年比：129.0％）

【JTプロ公式戦結果】 二回戦第二局
はぶ よしはる とよしま まさゆき

対 局 ： 羽生 善治 竜王（後手） 対 豊島 将之 棋聖（先手）

解 説 ： 畠山 鎮 七段

聞 き 手 ： 香川 愛生 女流三段 読み上げ： 宮宗 紫野 女流二段

結 果 ： 120手にて羽生 善治 竜王の勝ち

対局開始 ： 15時38分 対局終了：16時55分

【テーブルマークこども大会結果】
いしい やまと やすきた

低学年部門 ： 優勝者 石井 和さん（男児）（広島県広島市立安北小学校3年） 96手にて
おおにし けんご ふるたかまつみなみ

準優勝者 大西 玄悟さん（男児）（香川県高松市立古高松南小学校3年）
たかぎ こうた はんざんみなみ

高学年部門 ： 優勝者 髙木 光太さん（男児）（香川県丸亀市立飯山南小学校6年） 92手にて
いしい めむ やすきた

準優勝者 石井 萌夢さん（女児）（広島県広島市立安北小学校5年）

タ イ トル ： 「将棋日本シリーズ ＪＴプロ公式戦／テーブルマークこども大会」 四国大会

日 程 ： 2018年9月15日（土）

場 所 ： サンメッセ香川 大展示場（住所：香川県高松市林町2217-1 ）

主 催 ： 公益社団法人 日本将棋連盟、四国新聞社

後 援 ： 文部科学省、香川県、香川県教育委員会、高松市、高松市教育委員会、
公益社団法人 高松青年会議所

協 力 ： ＪＲ四国、ことでん

協 賛 ： ＪＴ、テーブルマーク

９月１５日(土)四国大会開催結果

「ＪＴプロ公式戦」（二回戦第二局）は、 １２０手にて羽生 善治 竜王が勝利
羽生 善治 竜王は、次戦 10月21日（日）東海大会（準決勝第一局）にて渡辺 明 棋王と対局予定。

また、同日同会場にて行われた「テーブルマークこども大会」では、低学年部門で石井和さん（広島市立安北小学校3

年）が優勝。高学年部門では、髙木光太さん(丸亀市立飯山南小学校6年）が優勝しました。

実施概要



【お問い合わせ先】
「将棋日本シリーズ」総合事務局 担当 稲葉・野中

〒104-6038 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアX棟 ㈱I&S BBDO内
TEL 03-5166-0290 FAX 03-5166-0296 E-mail info@ｊｔ-shogi.jp

【テーブルマーク プロ棋士訪問授業実施結果】
タ イ ト ル ： 将棋日本シリーズ四国大会 テーブルマーク プロ棋士訪問授業

日 時 ： 2018年6月26日（火） 14：45～15：30

実 施 場 所 ： 高松市立浅野小学校
（住所：高松市香川町浅野3088番地）

しまもと りょう さとみ さき

講 師 ： 島本 亮 五段 里見 咲紀 女流初段

参 加 人 数 ： 4～6年生19名（男子：17名 女子：2名）

主 催 ： 公益社団法人 日本将棋連盟、
四国新聞社

後 援 ： 文部科学省、香川県、香川県教育委員会、
高松市、高松市教育委員会、
公益社団法人 高松青年会議所

協 力 ： ＪＲ四国、ことでん

協 賛 ： ＪＴ、テーブルマーク



■勝利棋士 羽生 善治 竜王 のコメント
角換わり腰掛け銀の最新形になりました。お互い間合いを図る展開で、非常に難しいテーマでもあります。
本局の▲２五桂～▲３三桂成に△同金とする穏やかな展開もありましたが、角が逃げられたときにどうするかがよくわかりませ
んでした。本譜の角桂と金銀の交換はあまり見たことがありませんが、△８六歩からの攻めに期待しました。
途中、△４八角▲６九飛△５七角成▲５三歩成となった局面は、正しく指せればこちらが有利かもしれませんが、はっきり良く
なったと思ったのは、最後△５三飛成でと金を取ったところです。一気に寄せに行くと、銀がないので結局どこかで手が戻って
しまうので。
（準決勝の）渡辺棋王とは「ＪＴプロ公式戦」では久しぶりの対戦になります。最近準決勝で負けることが多いので、そのジンク
スを破りたいですね。

■羽生竜王、難敵を降してベスト４へ
前夜祭での両者のコメント。
羽生善治竜王「豊島棋聖はここ一、二年「ＪＴプロ公式戦」で優勝したり、タイトルを獲得したり。各棋戦で活躍されており、強敵
です。明日は大勢の前での公開対局ですので、こどもたちに負けないよう元気のある将棋をお見せしたいと思います。」
豊島将之棋聖「羽生竜王は私が将棋を覚える前からタイトルをずっと持っている棋士です。対戦できるのを光栄に思います。
「ＪＴプロ公式戦」は時間の短い棋戦ですので、集中して自分らしい思い切りの良い将棋が指せるよう頑張ります。」
振り駒は、と金が４枚で豊島棋聖の先手と決まる。
角換わり腰掛け銀から、お互い一段飛車に構える流行の形。お互い間合いを探る展開から、51手目▲２五桂に対し、後手は
△４五歩～△４六歩と応じて、「角桂と金銀の交換の形は見たことがありません」（羽生竜王）という、一気に激しい流れに。
馬を作って主導権を握った羽生竜王が、そのまま逃げ切ってベスト４進出を決めた。

■講評
角換わり腰掛け銀の最新形になりました。お互いどの形で待つか、現在テーマとなっている一つです。非常に難しいのです
が、「間合い」の攻防ですね。
53手目▲３三桂成に対し、後手が手抜きして△４六歩と取り込んだのにはびっくりしました。角桂と守りの金銀の交換です。た
だ、そこから羽生竜王が主導権を握ったと思います。
△８六歩に対し、▲同歩は△８五歩▲同歩△７五歩のような攻めがあり、豊島棋聖はそれを嫌ったようです。
△４七歩のくさびが大きいんです。いつでもと金で攻めることができますから。

勝ちを決めた△５八飛
96手目△５八飛が攻防の一手でした。７八の地点を狙いつつ、真の狙いは先手の５三とを抜くことなんです。この相手の攻め
駒をはずして、羽生竜王が勝ちを決めました。寄せの決め手は最後の△３九龍で、これで先手玉に受けはありません。
本局は羽生竜王の踏み込みが功を奏した一局だったと思います。豊島棋聖に目立った悪手はないのですが、羽生竜王が微
差をずっと維持して、そのまま勝ち切りました。それって本当は非常に難しいことなんです。

大盤解説 畠山鎮 七段談

「２回目の参加です。今は将棋教室に通っています。昨年よりは強くなっていると言われるようなので、どこまで行けるか楽し
みにしています。」（香川県高松市／小５男子父）「初めて参加しました。おともだちに誘われて、一緒に来ました。将棋は昨
年の夏に将棋教室があって、そこで覚えました。普段は将棋ウォーズとかアプリでやっています。今日は駒型消しゴムをもら
うのが楽しみみたいです。」（愛媛県松山市／小３男子母）「初参加です。昨年こどもから将棋がやりたいと言い出したので、
週一回将棋クラブに通っています。この大会のことはインターネットで知って応募しました。（会場を見回して）すごいですね、
戦いという感じがします。」（香川県高松市／小３男子父）「３回目です。この大会は高校生の兄も６年間出ていました。将棋
教室に通っているのですが、三回戦の相手は同じ教室の強い子なので、祈るだけです（笑）。クラスでも将棋が盛んになって
いるみたいです。」（香川県高松市／小５男子母）「昨年は広島で参加して、今回が２回目です。将棋はおじいちゃんに買って
もらって始めました。広島将棋センターに通っています。今トーナメント一回戦をやっているところです。」（広島県広島市／小
２男子父）「２回目の参加です。公文の将棋セットを買ってあげたのがきっかけで始めました。普段は携帯のアプリで将棋を
やっています。この大会は初心者から強い子までいろいろ参加しているのがいいと思います。勝っても負けてもいい経験に
なりますから。」（愛媛県四国中央市／小４女子母） などの声が聞かれた。

「テーブルマークこども大会」 ～参加者の声～

「ＪＴプロ公式戦」（二回戦第二局）



テーブルマークこども大会決勝戦（低学年部門）結果

【投了図】 大西玄悟さん（先手） 対 石井和さん（後手）

【棋譜】 大西玄悟さん（先手） 対 石井和さん（後手）

投了図は △９五歩まで

▲７六歩 △３四歩

▲２六歩 △３五歩

▲４八銀 △３二飛

▲６八玉 △３四飛

▲４六歩 △４四歩

▲２五歩 △１四歩

▲７八玉 △６二玉

▲５八金右 △７二玉

▲９六歩 △９四歩

▲７七角 △３三桂

▲４七銀 △８二玉

▲８八玉 △７二銀

▲７八銀 △５二金左

▲１六歩 △１三角

▲８六歩 △３二銀

▲６六歩 △４三銀

▲８七銀 △５四銀

▲６七金 △６四歩

▲７八金 △６三金

▲６八角 △４五歩

▲同 歩 △３六歩

▲同 歩 △４五銀

▲３八飛 △４六歩

▲５八銀 △３六銀

▲５六歩 △３七歩

▲２八飛 △４七歩成

▲１三角成 △同 香

▲６九銀 △３八歩成

▲２六飛 △２五銀

▲２七飛 △２八と

▲４三角 △３八飛成

▲２五飛 △同 桂

▲同角成 △３九飛

▲６八銀 △５八と

▲７七銀 △５七と

▲同 金 △７九角

▲９八玉 △５七角成

▲５五桂 △７九馬

▲８八銀打 △７八馬

▲同 銀 △同 龍

▲８七角 △８九飛成

▲９七玉 △７四金

▲６三桂成 △７九銀

▲７二成桂 △同 金

▲７八角 △同 龍

▲８七銀打 △８九角

▲７八銀 △同角成

▲９八飛 △９五歩

まで96手で後手の勝ち



テーブルマークこども大会決勝戦（高学年部門）結果

【投了図】 石井萌夢さん（先手） 対 髙木光太さん（後手）

【棋譜】 石井萌夢さん（先手） 対 髙木光太さん（後手）

投了図は△２八馬まで
※全は成銀のこと

▲７六歩 △８四歩

▲５六歩 △３四歩

▲５八飛 △６二銀

▲５五歩 △８五歩

▲７七角 △４二玉

▲４八玉 △５二金右

▲３八玉 △３二玉

▲２八玉 △４四歩

▲３八銀 △４三金

▲１六歩 △３三角

▲６八銀 △２二玉

▲５七銀 △１二香

▲５六銀 △１一玉

▲６五銀 △２二銀

▲７五歩 △３一金

▲５六飛 △９四歩

▲７六飛 △８四飛

▲７四歩 △同 歩

▲同 銀 △７三歩

▲６五銀 △４五歩

▲５八金左 △３五歩

▲６六角 △３四飛

▲７七桂 △３六歩

▲同 歩 △同 飛

▲３七歩 △３四飛

▲７四歩 △同 歩

▲同 飛 △同 飛

▲同 銀 △７六歩

▲６五桂 △７七歩成

▲８二飛 △５一銀

▲８一飛成 △４二銀

▲６三銀成 △７六と

▲３五桂 △６六と

▲４三桂成 △同 銀

▲５三桂成 △３二銀

▲４三金 △５五角

▲４六歩 △５六と ▲

４二成桂 △４六角 ▲

１八玉 △４二金

▲同 金 △３六桂

▲３九金打 △２八飛

▲同 金 △同桂成

▲同 玉 △３六桂

▲１八玉 △２八角

▲２六歩 △１九角成

▲２七玉 △２八馬

まで92手で後手の勝ち



投了図は △７九金まで

▲２六歩 △８四歩

▲７六歩 △３二金

▲７八金 △８五歩

▲７七角 △３四歩

▲６八銀 △７七角成

▲同 銀 △２二銀

▲３八銀 △６二銀

▲４六歩 △６四歩

▲４七銀 △６三銀

▲６八玉 △４二玉

▲１六歩 △１四歩

▲９六歩 △９四歩

▲３六歩 △７四歩

▲３七桂 △７三桂

▲２九飛 △３三銀

▲４八金 △８一飛

▲６六歩 △７二金

▲５六銀 △５四銀

▲７九玉 △６二金

▲８八玉 △５二玉

▲６九飛 △４二玉

▲４五歩 △３一玉

▲４六角 △６三金

▲４七銀 △８二飛

▲５六歩 △４四歩

▲２五桂 △４五歩

▲３三桂成 △４六歩

▲３二成桂 △同 玉

▲４六銀 △８六歩

▲同 銀 △８四桂

▲６七金打 △４七歩

▲５八金 △２七角

▲５五歩 △３六角成

▲３九飛 △４六馬

▲５四歩 △同 金

▲６三銀 △４四金

▲７四銀成 △６五歩

▲４五歩 △同 金

▲５四歩 △６六歩

▲同 金 △５七銀

▲７三成銀 △同 馬

▲５七金 △４八角

▲６九飛 △５七角成

▲５三歩成 △５八銀

▲６八飛 △６七歩

▲５八飛 △同 馬

▲２五桂 △６九馬

▲６七金引 △５八飛

▲４三銀 △２二玉

▲６八歩 △５三飛成

▲３四銀不成△５五馬

▲６六銀 △４四馬

▲５四歩 △７三龍

▲３三銀打 △同 桂

▲同桂成 △同 馬

▲同銀不成 △同 龍

▲４六歩 △３九龍

▲３四桂 △１二玉

▲４五歩 △７八馬

▲同 玉 △７九金

まで120手で後手の勝ち

ＪＴプロ公式戦（二回戦第二局）結果

【投了図】 豊島 将之 棋聖（先手） 対 羽生 善治 竜王（後手）

【棋譜】 豊島 将之 棋聖（先手） 対 羽生 善治 竜王（後手
）


