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1 第25回東海アマチュア将棋王位戦・新春指し初め将棋大会 
本年も1月8日(日)に東海アマチュア将棋王位戦・新春指し初め将棋大会が、名古屋港湾

会館にて177名が参加して開催されました。 

全国的にもレベルの高さで知られる東海地域のチャンピオンを決めるアマ王位戦は三重

県同士の決勝戦となり、若手の生川康太朗さん（四日市市）が三津谷一途さん（鈴鹿市）

を破り優勝しました。 

新春指し初め将棋大会A級～D級においては、A級優勝の野村櫂さん、C級優勝の前川海里

さんなど小学生の活躍が目立ちました。また、3勝以上には敢闘賞として駒のキーホルダ

ーが贈られました。 

 午後からのお楽しみ抽選会では、かや卓上盤、将棋カレンダーなどが賞品として出され、

当たった人は大喜びでした。 

 また、竹内貴浩四段による指導対局は26名の参加がありました。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ王位戦 

44名 

生川 康太朗 

(四日市市) 

三津谷 一途 

(鈴鹿市) 

竹川 和 

(名古屋市港区) 

田中 景季 

(名古屋市天白区) 

A級 

28名 

野村 櫂 

(名古屋市守山区) 

渡邊 俊幸 

(瀬戸市) 

土谷 正登 

(大阪市) 

B級 

32名 

黄瀬 健司 

(和歌山県) 

森田 洋生 

(愛知県海部郡) 

山口 修生 

(岐阜市) 

C級 

44名 

前川 海里 

(四日市市) 

宮地 佑賢 

(あま市) 

牟田 知弘 

(名古屋市中川区) 

D級 

29名 

小島 瑞葵 

(名古屋市名東区) 

橋爪 遼 

(東郷町) 

古野 雄大 

(瀬戸市) 

 

2 長澤魁くんが愛知県代表で東日本大会へ 
さなる杯第42回小学生将棋名人戦は、1月22

日(日)さなる刈谷本部校に昨年の地区大会入

賞者16名が参加して行われました。 

なお、当日は小学生の交流戦も併せて開催

しました。 

山中利夫愛知県支部連合会会長の主催者挨

拶、さなる刈谷校河内本部長の挨拶がありま

した。公益社団法人日本将棋連盟を代表して

青野照市専務理事は、協賛社である㈱さなる

へのお礼と参加者の皆さんの奮闘への期待を述べられ、併せて、愛知県は大変将棋が盛ん

なこと、さなる校の最も多いことから、日本将棋連盟も大きな期待をもっている旨の説明
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がありました。派遣棋士として杉本昌隆七段にも参加していただき、いつもの丁寧な指導

対局をしていただきました。東海普及連合会からは、中山則男事務局長が駆けつけてくだ

さいました。 

決勝戦は、ライバル同士の3年生の長澤魁くんと野村櫂くんになりました。内容は中盤

から優勢になった長澤魁くんが確実に勝ち切って、初の愛知県代表となりました。長澤く

んは、ぜひ小学生名人を目指して頑張って欲しいと思います。 

また、当日は「9マス将棋」の発案者青野照市九段によるミニ講座が行われ、参加者は

大変楽しそうで一度やってみようと話しあっていました。 

各クラスの入賞者は、下記のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

名人戦 

16名 

長澤 魁 

(瀬戸市･幡山西小3) 

野村 櫂 

(名古屋市守山区･ 

森孝西小3) 

平野 陽太 

(名古屋市緑区･ 

熊の前小4) 

交流戦高学年 

9名 

田中 弘毅 

(半田市･乙川東小6) 

住吉 治志 

(多治見市･脇之島小4) 

神谷 拓摩 

(半田市･乙川東小5) 

交流戦低学年 

11名 

橋爪 遼 

(東郷町･高嶺小3) 

安永 悠太 

(みよし市･天王小2) 

神野 来樹 

(関市･南ヶ丘小1) 

 

3 日本将棋連盟支部連合会会長会議が開催される 
2年に1度開催される日本将棋連盟支部連合

会会長・幹事支部支部長会議が、1月29日(日)

午後2時から全国の県連会長及び棋道師範44名

が参加して東京都千代田区の都市センターホ

テルで開催されました。日本将棋連盟からは、

谷川浩司会長、東和男常務理事、中川大輔常

務理事、佐藤秀司常務理事、井上慶太理事、

大野八一雄七段（地域普及推進棋士）、杉本

昌隆七段（地域普及推進棋士）が参加されま

した。 

この会議は日本将棋連盟の将棋普及を中心

に日本将棋連盟の方針の討議及び全国各地の

経験交流を目的に開催されています。 

愛知県からは、山中利夫県連会長、鬼頭孝生棋道師範、大村欽一棋道師範、竹河伊知郎

棋道師範、そして東海普及連合会から事務局長の中山則男六段が参加しました。 

会議の内容は、①普及事業実施状況 中川大輔常務理事、②普及事業方針 谷川浩司会

長、③主要普及政策 佐藤秀司常務理事、④関西普及事業 東和男常務理事、井上慶太理

事 がそれぞれ提案説明がされました。 

この会議では公益社団法人として日本将棋連盟がどのように将棋の普及を全国的に進め

るかが示されると期待をしていますが、なかなかそこまで到達していません。 

私共からは愛知県内35支部、150名の将棋指導員の献身的普及活動とその到達点につい

て報告しました。事前に文書で提出して会議で発言した内容は①公益社団法人として「全

国どこに住んでいても将棋をこどもたちが学べる環境を整備すること」、②将棋普及にお

ける県支部連合会の役割、③愛知県における普及活動の特徴、④将棋普及を飛躍的に拡大

して進めるために、⑤これらを進めるための普及予算の確保 以上の5点でした。特に日

本将棋連盟が学校教育に将棋の導入を目的とするなら、想像以上の将棋指導者数が必要に

なります。そういう観点から見ますと現在の普及指導員制度における指導資格取得の際の
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経済負担の軽減は避けては通れない課題であり、早急に検討をしてほしいと要望しました。 

参加者の皆さんの印象としては、課題の整理はできつつあるものの具体的にどう実現す

るのかが明確でないとの声が多かったようです。 

2月6日の日本将棋連盟臨時棋士総会で谷川浩司会長の辞任を受けて新しい会長が選出さ

れますが、私たちは公益社団法人の一翼を担って、引き続き、支部及び将棋指導員の皆さ

んと協力して、全国一といわれる普及活動の水準をさらに引き上げるよう頑張ります。 

 

4 第75期A級順位戦最終局速報解説会 
（1）と  き  平成29年2月25日(土) PM5:00開場 PM6:00開会 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向い） 

（3）解説棋士  中村太地六段 中田章道七段 杉本昌隆七段 澤田真吾六段 

藤井聡太四段、中澤沙耶女流初段 

（4）入 場 料  一般1,500円（1,200円）、女性・学生1,000円（800円） 

（  ）内は日本将棋連盟支部会員（会員証提示にて） 

（5）指導対局  PM1:00～5:00 

        指導料 一般2,000円、女性・中学生以下1,000円 

（6）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（7）問 合 せ  日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

5 第5回星空将棋合宿in信州・清水高原 
（1）と  き  平成29年3月26日(日)～3月28日(火) 2泊3日・7食付 

（2）と こ ろ  スカイランドきよみず 

長野県東筑摩郡山形村清水高原7598-97 

（3）参加棋士  佐藤康光九段 中山則男六段 澤田真吾六段 室谷由紀女流二段 

中澤沙耶女流初段 

（4）定  員  Sクラス（奨励会を目指す方） 15名 

一般クラス（小中学生） 50名 

（5）参 加 費  Sクラス 55,000円 

一般クラス 35,000円 

（6）主  催  豊栄交通 

（7）共  催  トヨタエンタプライズ 

日本将棋連盟東海普及連合会・長野県支部連合会 

（8）後  援  中日新聞社 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

6 栄将棋教室春休み小・中学生将棋講座 
（1）と  き  平成29年3月29日(水)～3月31日(金) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）講  師  竹内貴浩四段 

        ゲスト棋士 船江恒平六段 中澤沙耶女流1級 

（4）対 象 者  奨励会、研修会等を目標とする小中学生 

（5）定  員  30名（先着順） 

（6）参 加 費  10,000円（弁当付、棋書を含む） 

（7）申込方法  ①氏名（ふりがな）、②学校・学年、③住所・電話番号をメール 

（kartracer@pdx.ne.jp）またはFAX（052-264-0655）で。 
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（8）主  催  栄将棋教室 代表 中山則男六段 

（9）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 中部学生将棋連盟 

（10）問 合 せ 棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

7 今後の予定 
2月12日(日) 日本将棋連盟将棋指導者講習会 

2月25日(土) 第75期A級順位戦最終局解説会 

3月19日(日) 名古屋市児童館講師団会議 

3月26日(日)～28日(火) 第5回星空将棋合宿 

3月29日(水)～31日(金) 栄将棋教室春休み小・中学生将棋講座 

4月2日(日) 将棋指導員資格審査 

4月22日(土)～23日(日) グッドライフフェスタ 

 

会報の配信をご希望の方は東海普及連合会事務所までご連絡ください。 

東海普及連合会ホームページ（http://www.geocities.jp/shogi_tokai/index.html）から

ダウンロードしていただくこともできます。 

東海普及連合会、愛知県支部連合会へのご意見がございましたら遠慮なくご連絡ください。 

東海普及連合会事務所 

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目12番21号第2栄スカイタウン4A 

電話 052-253-9441 FAX 052-253-9442 E-mail shogi_tokai@ybb.ne.jp 


