
 1 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

日本将棋連盟                             2016.7 

No.257 

 

 

顧問 中田 章道 七段              発行責任者 山中 利夫 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 

1 文部科学大臣杯第12回小・中学校将棋団体戦愛知県大会 
6月19日（日）名古屋港湾会館にて標記の大

会を開催いたしました。今回の参加校は中学

校47チーム、小学校10チーム、交流戦6チーム

で、昨年と比べて総計17チームの減少となり

ました。県内への小中学校へのＰＲをについ

ては、各市町村教育委員会を通しての案内ポ

スター等の配布も難しいものがあり、また小

学校に将棋クラブがほとんどない現状では、

小学生への周知が困難です。今後効果的なＰ

Ｒの方法を検討する必要があります。 

大会の方は午前中に小学校の部、午後に中

学校の部を実施し、港湾会館第1会議室ですべて実施することができました。また今年は

村田顕弘五段をお迎えして指導対局をお願いし、予選通過できなかった選手にも1日将棋

を楽しんでもらいました。 

今回も、各学校の顧問の先生方、チーム編成にご助力いただきました父兄の皆さん、引

率の保護者の方々に大変お世話になりました。この場を借りて厚くお礼申しあげます。 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

中学校 

47チーム

東海中C 

富田 裕紀(2年)  

渡辺 康正(1年)  

山田 佳明(1年)  

東海中A 

塚田 修平(3年)  

御給 紀斗(3年)    

高橋 昴希(3年)  

名古屋市立神沢中A 

岩崎 謙蔵(3年)  

浜田 達基(2年) 

浅野 響 (2年) 

南山中男子部 

横山 優介(3年)  

松川 耀平(3年)  

伊藤 凜太(3年)  

東海中B 

中川 悠里(2年)  

平田 圭佑(2年)  

真崎 草汰(2年)  

名古屋市立日比津中A 

岩田 和馬(3年)  

平野 聖也(3年)  

加藤 大哉(3年)  

名古屋市立滝ノ水中A 

伏見 彰将(3年) 

  白井 陵介(3年) 

宮田 敬斗(3年) 

北名古屋市立師勝中C 

大友 佑斗(2年)  

石川 弘睦(2年)    

黒宮 孝太(2年)  

小学校 

10チーム

あま市立美和東小 

鈴木 夏大(6年)  

齊藤 大夢(6年)  

鈴木 二葉(4年)  

名古屋市立西味鋺小 

川口 翔大(5年)  

伊覇 逞 (3年)  

伊覇 和 (5年)  

岡崎市立美合小 

永島 孝則(5年)  

宮里 翔真(5年) 

鈴木 健斗(5年)  

名古屋市立香流小 

小林龍之介(1年)  

小林ななみ(5年)  

岡 紘旦 (2年)  

半田市立乙川東小 

平山 櫂成(5年)  

田中 弘毅(6年)  

神谷 拓摩(5年)  

豊橋市立松葉小 

都筑 零 (6年)    

太田 祥亘(6年)  

高田 響 (5年)  

稲沢市立下津小 

吉行 一馬(4年)  

政岡 雅 (4年) 

政岡 優 (1年)    

名古屋市立豊が丘小 

今井 圭 (6年)  

緒方 康生(6年)  

須田 皓文(6年)  

交流戦 

6チーム

チームと金 

野村 櫂 (3年)    

三浦 光葵(5年)  

平野 陽太(4年)    

ふみもと教室B 

長澤 魁 (3年)    

山田 晃雅(4年)  

木村 風歩(6年)  

名古屋市守山児童館A 

道上 幹太(6年) 

石田 淳樹(3年) 

山田公太郎(3年)  

名古屋市守山児童館B 

竹下 聡美(6年)  

小澤 七瑠(4年)  

大津 煌明(2年) 
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2 一宮市市民将棋大会 
6月5日（日）、第99回一宮市市民将棋大会

が豊島将之七段と澤田真吾六段をお迎えして

開催されました。 

会場となった一宮市産業体育館には4歳の

永菜ちゃんから最高齢81歳の加藤亮一さんま

での将棋ファン216名が集い、あまり勝負に

拘らずに将棋を楽しみました。特に「お母さ

んの部」では18名の参加をいただき大会に花

を添えていただきました。 

また大会の模様は東海テレビ「みんなのニュースワン」で当日放送していただきました。 

 

一般の部 139名 4連勝 

A級 24名 沖崎憲治 

B級 40名 服部修平 西山昭南 大谷晃 

C級 75名 岩佐美帆子 中山賢 高橋篤史 田中一夫 石川一夫 

 

お母さんの部 18名 
3連勝 

荒木さとみ 華房夕子 本庄光子 近藤沙和子 

 

小学生の部 59名 優勝 準優勝 第三位 

高学年 
神谷 百希 

（貴船小4） 

市村 優光 

（開明小5） 

岩井 咲玖 

（小信中島小4） 

低学年 
伊藤 篤樹 

（富士小2） 

江崎 悠玖 

（大和東小3） 

水野 翔太 

（木曽川東小2） 

市外 
大西 佑哉 

（御薗小3） 

藤原 嘉人 

（高座小6） 

住吉 治志 

（脇之島小4） 

 

3 第29回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会 
（1）と  き  平成28年7月24日(日) AM9:00～受付 AM9:30対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋産業大学1号館学生食堂 尾張旭市新居町3255-5 

（3）資  格  平成28年度に愛知県下の高校、高専（3年生以下）に在学中の生徒 

        但し平成10年4月2日以降に生まれた生徒 

（4）参 加 費  500円 

（5）表  彰  第三位までに賞状・盾 

        優勝者は8月19日、20日に福岡市で開催する全国大会へ招待 

（6）申込方法  はがきに学校名、学年、氏名、住所、電話番号を明記し、〒460-0008名

古屋市中区栄四丁目12-21第2栄スカイタウン4A 日本将棋連盟東海普及

連合会「高校竜王戦」係へ。7月19日(火)必着 

（7）主  催  読売新聞社 日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（8）後  援  文部科学省 福岡県 全国高等学校文化連盟 ほか 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 電話052-253-9441 

 

4 夏休み小学生将棋講座 
（1）と  き  平成28年8月2日(火)～8月5日(金) AM10:00～PM4:00 
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（2）と こ ろ  とだがわこどもランド 名古屋市港区春田野一丁目3616 

（3）資  格  将棋の指し方がわかり4日間参加できる小学生 

（4）定  員  70名（申込多数の場合は抽選） 

（5）参 加 費  4,000円（教材費等を含む） 

（6）申込方法  往復はがきに郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、保護

者氏名、電話番号を明記し、〒460-0008名古屋市中区栄四丁目12-21第2

栄スカイタウン4A 日本将棋連盟東海普及連合会「夏休み小学生将棋講

座」係へ。7月25日(月)消印有効 

（7）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会 

（8）共  催  とだがわこどもランド  

（9）後  援  中日新聞社 

（10）協  力 日本将棋連盟愛知県支部連合会 

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

 

5 小・中学生こども団体戦 
（1）と  き  平成28年8月5日(金) 

ビギナーズクラス AM9:30～受付 AM9:30対局開始 

チャンピオンクラス PM1:00～受付 PM1:30対局開始 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向側） 

（3）定  員  各クラス20チーム 三人一組（小・中混成チーム可） 

（4）参 加 費  1チーム1,500円 

（5）表  彰  各クラス第二位までに賞状・賞品 

（6）申込方法  参加クラス、チーム名、チーム代表者名と連絡先をメール

（kartracer@pdx.ne.jp）又はFAX（052-264-0655）で 

（7）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会 

（8）問 合 せ  日本将棋連盟棋道指導員 竹内努 電話070-5642-6943 

 

6 第4回安城七夕ふれあい将棋大会 
（1）と  き  平成28年8月6日(土) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  安城市桜井福祉センター 

（3）定  員  A（有段者）、B、C、小学生（高学年、低学年） 各クラス24名 

（4）参 加 費  高校生以上の男性2,000円（支部会員1,500円） 

中学生以下及び女性1,000円（支部会員500円） 

（5）参加棋士  阿部隆八段 矢倉規広七段 中澤沙耶女流初段 

（6）申込方法  往復はがき又はFAXに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望ク

ラスを明記し、〒444-1154安城市桜井町新田20番地 桜井福祉センター

へ。7月30日(土)当日消印有効 

（7）主  催  日本将棋連盟安城支部 

（8）共  催  安城市桜井福祉センター 

（9）後  援  安城市教育委員会 

（10）問 合 せ 桜井福祉センター 電話0566-99-7365 

 

7 第11回東山植物園小・中学生将棋大会 
（1）と  き  平成28年8月14日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  東山植物園植物会館 
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（3）ク ラ ス  中学生、小学生高学年、小学生低学年 

（4）定  員  100名（先着順） 

（5）参 加 費  500円 

（6）表  彰  各クラス3勝1敗までに賞品 

（7）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（8）後  援  中日新聞社 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟愛知県支部連合会 電話052-253-9441 

 

7 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 
（1）と  き  平成28年8月15日(月)～17日(水) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）定  員  30名（先着順） 奨励会、研修会等を目標とする小・中・高校生 

（4）参 加 費  10,000円（弁当付、棋書を含む） 

（5）講  師  竹内貴浩四段 ゲスト 都成竜馬四段 鈴木肇アマ王将 

（6）申込方法  氏名、ふりがな、学校、学年、住所、電話番号をメール

（kartracer@pdx.ne.jp）又はFAX（052-264-0655）で 

（7）主  催  栄将棋教室 代表 中山則男六段 

（8）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・中部学生将棋連盟 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟棋道指導員 竹内努 電話070-5642-6943 

 

8 第16回よいこチビッコ蒲郡将棋名人戦 
（1）と  き  平成28年8月21日(日)  AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  蒲郡市民会館大会議室 蒲郡市栄町3-30 電話0533-67-5151 

蒲郡駅から徒歩5分 

（3）資  格  小中学生（保育園、幼稚園児も参加可能） 

（4）定  員  中学生名人戦 

小学生名人戦 Aクラス（4～6年生）、Bクラス（3年生以下） 

        はさみ将棋名人戦（3年生以下） 

        各クラス30名、合計120名（先着順） 

（5）参 加 費  無料  

（6）表  彰  日本将棋連盟会長賞・蒲郡市教育委員会賞 

中日新聞社賞・日本将棋連盟蒲郡支部長賞 

各クラス優勝、準優勝、三位（賞状・盾・副賞）敢闘賞（賞状・副賞） 

参加者全員に参加賞 

（7）主  催  日本将棋連盟蒲郡支部（蒲郡ふれあい将棋塾） 

（8）後  援  蒲郡市教育委員会・中日新聞社 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟蒲郡支部 小田賢一 

電話090-6574-6052 Mail:Kensan83@hi3.enjoy.ne.jp 

 

9 善通寺夏休みこども将棋講座 
（1）と  き  平成28年8月25日(木)～27日(土) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  善通寺 名古屋市港区秋葉3-63 電話052-303-0331 

（3）資  格  小中学生 

（4）定  員  30名 

（5）参 加 費  3,000円 
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（6）講  師  日本将棋連盟公認将棋指導員 

（7）申込方法  はがきに氏名、ふりがな、学校名、学年、住所、電話番号を明記し、〒

455-0857名古屋市港区秋葉3-63 善通寺「こども将棋講座」係へ。 

8月19日(金)必着。 

（8）主  催  浄土真宗大谷派善通寺 住職 服部大 

（9）後  援  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

 

10 善通寺杯将棋大会 
（1）と  き  平成28年8月28日(日) AM10:00～ 

（2）と こ ろ  善通寺 名古屋市港区秋葉3-63 電話052-303-0331 

（3）ク ラ ス  A級（上級位）、B級（初級位） 

（4）参 加 費  500円（中学生以下200円） 

（5）定  員  各クラス24名（先着順） 

 

11 第3回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 
（1）と  き  平成28年8月28日(日) AM10:00～PM4:30 

（2）と こ ろ  豊橋市民センター6階多目的ホール 

        豊橋市松葉町2丁目63番地 

（3）資  格  小・中学校生徒と保護者（親、祖父母、伯叔父母）ペア 

（4）参 加 費  1組2,000円 

（5）主  催  豊橋ふれあい子ども将棋教室 

（6）協  力  日本将棋連盟豊橋支部 東三河支部 東愛知支部 蒲郡支部 

（7）後  援  豊橋市 田原市 豊川市 蒲郡市 新城市 湖西市 各教育委員会 

        中日新聞社 東愛知新聞 東日新聞 エフエム豊橋 

豊橋ケーブルネットワーク ティーズ 

（7）問 合 せ  豊橋ふれあい子ども将棋教室 辻村隆介 電話090-1832-6170 

 

12 今後の予定 
7月24日(日)  第29回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会 

8月2日(火)～8月5日(金) 夏休み小学生将棋講座 

8月5日(金) 小・中学生こども団体戦 

8月6日(土) 第4回安城七夕ふれあい将棋大会 

8月15日(月)～17日(水) 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 

8月21日(日) 第16回よいこチビッコ蒲郡将棋名人戦 

8月25日(木)～27日(土) 善通寺夏休みこども将棋講座 

8月28日(日) 善通寺杯将棋大会 

8月28日(日) 第3回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 

 

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 


