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1 第3回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 
8月7日の市民講演会（内藤國雄九段）に続

いて、8月28日(日)市民センター多目的ホール

にて標記の将棋大会を開催しました。 

今回は広報活動として豊橋市小中学校長会

を通して、各学校における将棋による課外授

業の取り組みの実態把握と当イベントへ関わ

りを持って頂けるようにアンケート用紙を配

布し、大勢の学校からFAXで回答を得ることが

できました。また各教育文化福祉施設に行事

のお知らせをしました。またエフエム豊橋の

番組に16分間生出演して講演会と親子ペア将

棋大会を宣伝しました。 

今年は伊勢市、いなべ市、岐阜市、羽島市、春日井市、東浦町、半田市、碧南市、西尾

市、岡崎市、豊川市、田原市、湖西市、浜松市と市外から15組、地元豊橋市内が10組のペ

ア出場がありました。予選リーグ40局とペア競技の合間に、室田伊緒女流二段による指導

対局が行われ、15名が教わりました。 

大会の模様はケーブルTVのカメラが入り、会場の模様と参加者の姿と声を収録され、後

日ニュース番組「ホットステーション」で放映されました。 

午後から決勝トーナメント16強激突と市長賞、教育委員会賞争奪トーナメントを戦いま

した。全部で22局が指され、決勝戦は室田女流二段の大盤解説による公開対局で行ないま

した。勝者も敗者も皆さん今日一日腹一杯将棋三昧でしたと一様に話していました。閉会

式後に参加者一同で記念撮影をして、来年もやりましょうの声援を沢山頂戴しました。 

豊橋ふれあい子ども将棋教室 辻村隆介 

優勝 準優勝 第三位 

森本 理子(中1)･直人 

親子ペア 春日井市 

小山 竜之助(中2)･孝幸 

親子ペア 豊橋市 

大西 佑哉(小3)･肇 

親子ペア 伊勢市 

市長賞 教育委員会賞  

白木 大輔(小3)･祐子 

親子ペア 豊橋市 

濱谷 陽太(中1)･川島 継義 

祖父孫ペア 岡崎市 

 

 

2 第69回東海団体リーグ戦～A級優勝は「将棋チェスネットA」 
第69回大会は前回に引き続いてA級10チーム、B級10チーム、C級12チームで開催、8月の

第1～3日曜日に各クラスの最終戦が開催されました。 
A級は6連覇中の「ちーむきゅるきゅる」を降して「将棋チェスネットA」が7期ぶりに全

勝優勝を飾りました。 
B級は終始先行の「尾張同好会A」が最終戦も3連勝で悠々逃げ切って優勝しました。 
C級は同点で「刈谷支部」と「名鉄シング会」がゴールし、勝数の差で刈谷支部が優勝

です。また勝点6で5チームが並び、わずかに勝数1の差で中山将棋教室が3位入賞しました。 
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各リーグの成績は次の表のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

A級 
将棋チェスネットA 

（9勝0敗） 
ちーむきゅるきゅる 

（8勝1敗） 
どすこい名電 
（6勝3敗） 

B級 
尾張同好会A 
（8勝1敗） 

将棋新選組 
（6勝3敗） 

名古屋支部 
（6勝3敗） 

C級 
刈谷支部 

（9勝2敗） 
名鉄シング会 
（9勝2敗） 

中山将棋教室 
（6勝5敗） 

 

3 暑さを吹き飛ばす熱戦が続きました！港福祉会館将棋大会 
9月7日(水)、港福祉会館にて恒例の「港福

祉会館将棋大会」が開催されました。 

当日は、Aクラス（有段者・初段～四段格）

とBクラス（級位者・1級～5級）の2クラスに

別れて、スイス式4回戦で、棋力差による駒落

ち戦を行いました。 

Aクラスは、11人が25分切れ負けルールで、

とても白熱した戦いを展開しました。優勝し

たのは秋山元三段でした。常に落ち着いて指

し、3回戦で井原詳治二段に勝ち、4回戦で石

黒武男四段との大熱戦を制して、昨年に続き

見事連続優勝を飾りました。2位は4回戦で高木英治初段に競り勝った井原二段でした。不

利な局面になってもあきらめずに、相手に決め手を与えぬ指し方は見事でした。3位には4

回戦で宮崎博二段に勝った菊本政幸二段が実力を発揮して入賞しました。 

Bクラスは、15人でここも熱戦が続きましたが、優勝したのはただ一人全勝の大口英夫2

級でした。4回戦で安藤義弘2級との大熱戦を制して、昨年に続き連続優勝を飾りました。

2位は4回戦で惜しくも大口2級に負けた安藤2級でした。3位には4回戦で紅谷豊光5級に勝

った西野代英2級が入りました。入賞は逸しましたが中西隆一1級、吉戸国勝3級も3勝と健

闘しました。 

今回は、Aクラスでは一昨年に引き続き対局時計を使用して対局しました。ずいぶんと

押し忘れが無くなりましたが、まだ一部の人が対局時計に慣れていないので、日頃から練

習して対局時計を気にしないで将棋が指せるようにしてほしいと思っております。 

Bクラスは、まだ盤全体をよく見ないで指す人がおられ、3手詰などを見逃す場面も見受

けられましたが、盤全体をよく見ればミスも無くなり、もっと良い将棋が指せるようにな

ると感じました。それと、自分の得意戦法を持つようにされつと、勝率が上がると思いま

した。 

昇段・級者は杉山三段が四段に、井原二段が三段に、大口2級が初段に、安藤2級が1級

に、紅谷5級が4級となりました。 

上位入賞者は以下の通りです。 

棋道指導員・港区福祉会館将棋大会審判長 上羽憲男 

 優勝 準優勝 第三位 

Aクラス 杉山 元 三段 井原 詳治 二段 菊本 政幸 二段 

Bクラス 大口 英夫 2級 安藤 義弘 2級 西野 代英 2級 
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4 クローバＴＶ将棋大会 
9月3日(土)、津島市文化会館にてクローバ

TV将棋大会が開催され、44名が参加しました。 

A級は緒方惟月さんが優勝しました。 

 

 

 

 

 優勝 準優勝 第三位 

A級 

14名 

緒方 惟月 

(弥富市) 

戸松 克彦 

(弥富市) 

土屋 万太郎 

(津島市) 

B級 

16名 

福本 豊 

(弥富市) 

服部 繁 

(弥富市) 

久野 義男 

(あま市) 

C級 

14名 

春田 靖 

(稲沢市) 

古田 茂 

(あま市) 

細川 孝 

(あま市) 

 

5 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 
（1）と  き  平成28年10月15日（土） 

（2）と こ ろ  春日井市本庁舎12階大会議室 

        春日井市鳥居松町5-44 

（3）内  容  親子ふれあい将棋講座 

AM9:30～受付 ①AM10:00～11:30 ②PM1:00～2:00 

資格：駒の動かし方がわかる小学生と保護者1名のペア 

参加費：無料 

申込方法：当日受付 

子ども将棋大会 

AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

資格：中学生以下 

クラス：有段者、級位者、初心者 

参加費：500 円 

表彰：各クラス第三位までに賞状・賞品 

申込方法：当日受付 

（4）主  催  日本将棋連盟春日井支部  

（5）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（6）協  賛  春日井まつり 

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

 

6 第31回国民文化祭・あいち2016将棋フェスティバル 
（1）と  き  平成28年10月29日(土)～30日(日) AM10:00～PM5:00 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館 

（3）内  容  10月29日(土) 

①記念将棋大会 

         ②棋士による父兄対象のミニ講演 

         ③懸賞詰将棋 
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         ④指導対局 

         ⑤公開対局 

10月30日(日) 

①中部5人制支部団体戦 

②記念将棋大会 

③棋士による父兄対象のミニ講演 

④懸賞詰将棋 

⑤指導対局 

⑥公開対局 

 

7 第3回愛知県知事賞争奪金鯱こども将棋大会 
（1）と  き  平成28年11月3日(木･祝) PM0:00～受付 PM1:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋市西区役所2階講堂 

（3）資  格  中学生以下（愛知県内の学校に通学） 

（4）ク ラ ス  A：金鯱名人戦 B：小学2年生以下 C：小学3･4年生 

        D：小学5･6年生 E：中学生 

（5）定  員  200名 

（6）参 加 費  500円 

（7）表  彰  優勝：愛知県知事賞 準優勝・第三位：賞状・賞品 

（8）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会・同名古屋支部 金鯱こども教室 

（9）共  催  名古屋ウエストライオンズクラブ 

（10）後  援 中日新聞社 愛知県 同教育委員会 名古屋市 同教育委員会 

（11）協  力 名古屋市社会福祉協議会 名古屋市西児童館 

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

 

8 第10回有松青少年将棋大会 
（1）と  き  平成28年12月18日(日) PM0:30～受付 PM1:00開会 

（2）と こ ろ  緑区役所講堂 

（3）資  格  高校生以下 

（4）ク ラ ス  S級、A級、J級 

（5）表  彰  各クラス第三位までに賞状・盾 

 

9 今後の予定 
10月15日(土) 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 

10月29日(土)～30日(日) 第31回国民文化祭・あいち2016将棋フェスティバル 

11月3日(木･祝) 第3回愛知県知事賞争奪金鯱こども将棋大会 

12月18日(日) 第10回有松青少年将棋大会 

 

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 


