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1 天下を取ろう！おかざきこども将棋大会 
梅雨の合間の真夏のような厳しい暑さの中、

おかざき100年祭のイベントの一つとして、7

月2日(土)に標記の将棋大会が開催されました。 

会場となった岡崎中央総合公園ではパレー

ド始め各種展示会やイベントが計画され、広

場ではたくさんの屋台が店開きしていました。

当日の人出は2万7千人が想定され、主要駅か

らはシャトルバスが運行していました。 

ゲスト棋士は地元岡崎市出身の石田和雄九

段始め、杉本昌隆七段、中村太地六段、門倉

啓太四段、室谷由紀女流二段、中澤沙耶女流

初段、竹内貴浩四段という豪華多彩な顔ぶれです。 

将棋大会は小学生を対象に、学年別3クラスに加えて、優勝者にはNECパソコンが贈られ

るフリークラス（無差別級）の4クラス制で実施され、定員120名のところ148名の事前申

し込みがありました。 

4クラスともスイス式トーナメントで第3位まで選出しました。2敗失格の後は100名を超

すこどもたちがゲスト棋士から熱心に指導対局を受けていました。 

  優勝 準優勝 第三位 

オープンクラス 

33名 

永井 伶旺 

(浜松市内野小6) 

田中 弘毅 

(半田市乙川東小6) 

杉浦 悠斗 

(安城市作野小5) 

小学5・6年 

21名 

神谷 拓摩 

(半田市乙川東小5) 

福島 健太郎 

(碧南市大浜小6) 

冨田 文希 

(多治見市養正小5) 

小学3・4年 

71名 

山田 晃雅 

(春日井市出川小4) 

桑代 宗典 

(名古屋市貴船小3) 

金澤 正一郎 

(岡崎市細川小3) 

井上 航太 

(岡崎市井田小4) 

伊覇 逞 

(名古屋市西味鋺小3) 

小学2年以下 

50名 

神野 来樹 

(関市南ヶ丘小1) 

瀧 新 

(名古屋市豊治小1) 

稲場 渉 

(浜松市内野小2) 

 

2 中山将棋教室夏期合宿2016 
日本将棋連盟東海普及連合会の中山則男六段が師範を務める栄将棋教室支部始め名古屋

市役所支部、蒲郡支部などが参加しての恒例の夏期将棋合宿が、7月16日(土)～18日(月･

祝)に開催されました。 

今年は会場を信州・駒ヶ根「すずらん荘」に移して、総勢35名がそれぞれ車に分乗して

中央アルプスの麓、駒ヶ根高原に参集しました。こちらは蕎麦とソースカツが名物で昼食
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を楽しんだ人も多かったようです。会場に到

着して早速「すずらん荘」の名物の天然温泉

に身体を伸ばして疲れを取りました。荘では

宴会場に机椅子を運び入れて対局室を設営し

てお迎えいただき、また麻雀部屋も用意して

いただくなど、ゆったりと3日間、将棋（麻

雀？）と温泉を満喫しました。 

来年も「すずらん荘」でお世話になる予定

ですので皆さまの参加をお待ちしています。 

なお、2日目に開催しました中山則男杯争奪

将棋大会の成績は次のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

A級 

18名 

小田 賢一 

(蒲郡支部) 

垣見 泰徳 

(名古屋市役所支部) 

大橋 晴夫 

(名古屋市役所支部) 

B級 

14名 

井上 尊監 

(栄将棋教室支部) 

柴田 重蔵 

(名古屋市役所支部) 

伊藤 靖夫 

(栄将棋教室支部) 

 

3 第57期王位戦7番勝負第1局前夜祭 
羽生善治王位（王座、棋聖）に木村一基八

段が挑戦する標記対局が7月5日から犬山市の

「名鉄犬山ホテル」で行われ、前日には同ホ

テルで前夜祭が開催されました。 

将棋連盟から谷川浩司会長始め、主催者の

中日新聞社、犬山市長、日本将棋連盟愛知県

支部連合会役員、将棋連盟あいち犬山小牧支

部等関係者が一堂に会して両対局者の健闘を

祈念しました。 

羽生王位は「木村さんとは数多く対局して

おり、お互い手の内をよく知っている。1局ず

つしっかりやっていきたい」。3回目の王位戦挑戦で初タイトル獲得を狙う木村八段は

「せっかく得たチャンスなので精いっぱい指したい。これまでタイトル挑戦ではあと一歩

が大きいと感じるが、今回は線を越えたい」と意気込を述べられました。 

 なお、今回の王位戦第1局、先手羽生王位VS後手木村八段は横歩取りの激戦の結果、98

手で木村八段の勝ちとなりました。 

 

4 第29回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会 
7月24日(日)、名古屋産業大学において、第29回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会が

開催されました。195名が参加した大会を制して愛知県代表を獲得したのは、南山高校の

細田真史さんでした。 

優勝 準優勝 第三位 

細田 真史 

(南山高校男子部) 

鈴川 紘生 

(愛知県立天白高校) 

久野 裕史 

(東海高校) 

棚橋 直紀 

(愛知県立旭丘高校) 
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5 第70回アマチュア名人戦愛知県大会及び中日杯争奪将棋大会 
7月10日(日)、名古屋港湾会館において、第70回アマチュア名人戦愛知県大会及び中日

杯争奪将棋大会が開催されました。 

アマチュア名人戦は井上輝彦さんと大村和隆さんが代表権を獲得し、9月3日～9月5日に

天童市で開催される全国大会に出場することとなりました。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ名人戦 

68名 

井上 輝彦 

(瀬戸市) 

服部 卓矢 

(名古屋市守山区) 

 

大村 和隆 

(名古屋市天白区) 

竹川 和 

(名古屋市港区) 

 

中日杯A級 

26名 

磯谷 祐維 

(各務原市) 

高橋 克己 

(東海市) 

小林 祐一 

(美浜町) 

中日杯B級 

32名 

岩佐 美帆子 

(岐阜市) 

荒木 開 

(一宮市) 

山口 稀良莉 

(岐阜市) 

中日杯C級 

30名 

小野寺 徳嗣 

(豊田市) 

橋本 清 

(名古屋市昭和区) 

安藤 良 

(小牧市) 

中日杯D級 

40名 

富岡 大峻 

(名古屋市昭和区) 

伊覇 和 

(名古屋市北区) 

伊藤 このか 

(大垣市) 

 

6 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 

（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 
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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 

（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 
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        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 第9回徳重青少年将棋大会 
（1）と  き  平成28年9月24日(土) PM0:45～1:15受付 PM1:30～5:00 

（2）と こ ろ  JAみどり徳重支店2階（ヒルズウォーク南側） 

（3）資  格  高校生以下 

（4）ク ラ ス  A級、B級、J級 

（5）定  員  各クラス20名 

（6）表  彰  各クラス第三位までに賞状・盾 

 

13 今後の予定 
8月14日(日) 第11回東山植物園小・中学生将棋大会 

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 

9月3日(土)～4日(日) 佐藤康光九段と行く信州・将棋パックプラン 

9月22日(木･祝) 愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 

9月24日(土) 第9回徳重青少年将棋大会 

10月2日(日) 将棋日本シリーズJTプロ公式戦/テーブルマークこども将棋大会 

10月9日(日) 支部長・将棋指導員合同会議 

 

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 


