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1 mozo10TH ANNIVERSARY EVENT 将棋フェスティバルが開催 
 4月20日(土)及び21日(日)の2日間、名古屋市西区のmozoワンダーシティにおいて、開業

10周年を記念してのメインイベントとして、将棋フェスティバルが開催されました。 

内容としては、こども将棋大会、プロ棋士による指導将棋、女流棋士公開対局、目隠し

将棋公開対局、将棋駒の展示・駒キーホルダーの進呈、初心者将棋講座に取組みました。 

こども将棋大会は、初の試みとして午前の部、午後の部を両日とも実施しました。また、

女流棋士の直筆色紙、10周年コラボ扇子のプレゼント賞品の抽選会も都合4回実施されま

した。それぞれ多くの参加者、観覧者がありました。 

実施状況は次の通りです。 

【4月20日(土)】 

1 こども将棋大会・午前の部（73名参加）1Fウエストコート 

 優勝 準優勝 第三位 

小学2年以下 

13名 

坂井 政士郎 

(東海市･加木屋南小2) 

塙 大河 

(名古屋市･高見小2) 

髙田 亜矢子 

(あま市･美和東小1) 

西村 恒希 

(名古屋市･陽明小1) 

小学3･4年 

31名 

安本 興生 

(弥富市･弥生小3) 

森下 颯介 

(大垣市･北小3) 

坂井 慶一郎 

(東海市･加木屋南小4) 

小学5･6年 

29名 

白井 亮太郎 

(豊橋市･旭小6) 

青木 凱愛 

(瑞穂市･本田小6) 

根津 智成 

(春日井市･不二小5) 

吉田 桜晴 

(可児市･今渡北小5) 

2 こども将棋大会・午後の部（67名参加）1Fウエストコート 

 優勝 準優勝 第三位 

小学2年以下 

24名 

坂井 快行 

(小牧市･小牧南小2) 

石黒 錬太郎 

(日進市･赤池小2) 

塙 大河 

(名古屋市･高見小2) 

髙田 亜矢子 

(あま市･美和東小1) 

小学3･4年 

30名 

小泉 滉太 

(名古屋市･野田小4) 

坂井 慶一郎 

(東海市･加木屋南小4) 

政岡 優 

(稲沢市･下津小4) 

森本 悠太 

(伊賀市･友生小4) 

小学5･6年 

13名 

佐々 奏太 

(名古屋市･東志賀小6) 

小田 彰吾 

(東海市･渡内小6) 

竹下 聖真 

(北名古屋市･師勝西小6) 

谷江 千佳 

(名古屋市･山田小5) 

3 指導対局 1Fイーストコート 

  杉本昌隆八段、大石直嗣七段、宮本広志五段、都成竜馬五段、西田拓也四段、室田伊
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緒女流二段、中澤沙耶女流初段、脇田菜々子女流1級が3面指しで、午前1回、午後1回の

時間帯で指導対局を行いました。82名（午前46名、午後36名）の指導対局となりました。 

4 女流棋士公開対局 1Fイーストコート 

  中澤沙耶女流初段VS脇田菜々子女流1級の公開対局を行いました。解説は、杉本昌隆

八段、室田伊緒女流二段でした。対局は先手の脇田女流1級が勝利しました。 

5 目隠し公開対局 1Fイーストコート 

  宮本広志五段VS都成竜馬五段の目隠し公開対局を行いました。解説は、大石直嗣七段、

脇田奈々子女流1級でした。対局は、後手の都成五段が勝利しました。なお、都成五段

は目隠し対局が得意というお話しもありました。 

6 将棋駒の展示・駒ストラップづくり 4Fダイソー前  

神田和徳棋道師範により、将棋駒展示や駒ストラップづくり（先着200名） 

7 初心者講座 4Fフタバ書店前 

【4月21日(日)】 

1 こども将棋大会・午前の部（118名参加）1Fウエストコート 

 優勝 準優勝 第三位 

小学2年以下 

36名 

塙 大河 

(名古屋市･高見小2) 

鷲見 隆吉 

(岐阜市･加納小2) 

野田 結斗 

(名古屋市･大野木小2) 

黒田 晴真 

(名古屋市･小幡北小1) 

小学3･4年 

48名 

加納 歩人 

(名古屋市･貴船小3) 

杉本 京介 

(名古屋市･筒井小4) 

林 寛人 

(名古屋市･八幡小3) 

山中 淳史 

(安城市･三河安城小3) 

小学5･6年 

34名 

前川 海里 

(四日市市･楠小6) 

坂本 大毅 

(日進市･南小6) 

吉田 和眞 

(四日市市･下野小5) 

田中 祐聖 

(一宮市･向山小6) 

2 こども将棋大会・午後の部（81名参加）1Fウエストコート 

 優勝 準優勝 第三位 

小学2年以下 

32名 

川角 祐生 

(小牧市･北里小1) 

佐々 慎朔 

(名古屋市･汐路小2) 

新美 陸 

(春日井市･小野小2) 

髙田 亜矢子 

(あま市･美和東小1) 

小学3･4年 

29名 

清水 太陽 

(みよし市･三好丘小3) 

豊田 一心 

(尾張旭市･城山小3) 

小原 晃生 

(名古屋市･滝川小3) 

岡本 拓真 

(名古屋市･大森小4) 

小学5･6年 

20名 

鬼頭 直寛 

(名古屋市･貴船小6) 

伊藤 祐透 

(瀬戸市･水南小6) 

竹下 聖真 

(北名古屋市･師勝西小6) 

3 指導対局 1Fイーストコート 

  糸谷哲郎八段、大石直嗣七段、西川和宏六段、宮本広志五段、都成竜馬五段、西田拓

也四段、竹内貴浩四段、室田伊緒女流二段、中澤沙耶女流初段が3面指しで、午前1回、

午後1回の時間帯で指導対局を行いました。100名（午前52名、午後48名）の指導対局と

なりました。 

4 女流棋士公開対局 1Fイーストコート 

  室田伊緒女流二段VS中澤沙耶女流初段の公開対局を行いました。解説は、糸谷哲郎八
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段、竹内貴浩四段でした。対局は、先手の

室田女流二段が勝利しました。 

5 目隠し公開対局 1Fイーストコート 

  糸谷哲郎八段VS大石直嗣七段の目隠し公

開対局を行いました。解説は、西川和宏六

段、室田伊緒女流二段でした。対局は、先

手の大石七段が勝利しました。 

なお、対局が早めに終了したことから、

急遽、棋士のご厚意により、糸谷哲郎八段

VS西川和宏六段の10秒秒読みの目隠し将棋

対局が行われました。宮本広志五段、都成

竜馬五段が飛び入りで解説に加わり、観客は大喜びでした。対局は、10秒将棋というこ

とで、ハプニングも生じましたが、先手の糸谷八段が勝利しました。 

6 将棋駒の展示・駒ストラップづくり 4Ｆダイソー前  

神田和徳棋道師範により、将棋駒展示や駒ストラップづくり（先着200名） 

7 初心者講座 4Fフタバ書店前 

 

2 第7回星空将棋合宿に83名が参加 
3月24日(日)～26日(火)、小学生・中学生83

名が信州駒ヶ根高原すずらん荘に集い、Sクラ

ス32名・一般クラス51名に分かれて、佐藤康

光九段・中山則男六段・村田顕弘六段・澤田

真吾六段・竹内貴浩四段・谷口由紀女流二

段・中澤沙耶女流初段・脇田菜々子女流1級・

奨励会員2名とともに、将棋合宿を行いました。 

参加者の出身地は愛知を筆頭に長野・三

重・兵庫・北海道・岐阜・東京・富山・山

梨・茨城・埼玉に及び、年齢は8才から12才を

中心に7歳から15歳まで、段級位は初段が最多

で1級～8級が多く、全体としては三段から10級まででした。 

佐藤九段・村田六段・澤田六段・竹内四段から棋譜解説等の講義を受けたり、プロ棋士

との指導対局で徹底指導を受け、夕食後の自由対局・ミニ将棋大会を通して、礼儀作法や

棋力向上につながった事と思います。また将棋という共通価値をもつものが、一緒に寝起

き・食事・談笑・入浴したこと等も、掛替えのない財産となったものと思います。売店で

お土産を楽しそうに買っている姿もありました。 

最終日には、みんな元気な顔で、事故なく帰路につくことができました。 

合宿運営に当った中部学生連盟3名・東海普及連合会3名の皆さまご苦労様でした。 

 

3 第26回岡崎将棋まつりは大盛況の賑わい 
 少し空模様の心配される中、今年も藤まつり記念第26回岡崎将棋まつりが29日(月･祝)

に開催されました。前日夕方ホテルにて開催された前夜祭には120名が参加し、その約7割

が若い女性で、これまでの将棋の前夜祭とは思えない華やかな雰囲気でした。 

 前夜祭には、豊島将之二冠、高見泰地叡王、斎藤慎太郎王座、石田和雄九段、杉本昌隆

八段、佐々木勇気七段、中田章道七段、勝又清和六段、瀬川晶司六段、室田伊緒女流二段、

谷口由紀女流二段、脇田菜々子女流1級の12名が参加されましたが、中でもタイトル保持

者の豊島将之二冠、高見泰地叡王、斎藤慎太郎王座の三人は若い女性の写真撮影のファン
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サービスの連続でした。 

 将棋大会は、一般4クラス220名、こども2クラス160名が限界で一般は9時半過ぎに定員

に達するなど、今年もたくさんの参加できないファンが出てしまいました。 

 指導対局は午前・午後で72名、懸賞詰将棋も200枚、トークショーも長蛇の列、公開対

局も事前申込者が約900名とかで、いずれの催しも人、人、人でごった返しました。 

 また、豊島将之二冠の扇子、豊島将之二冠、高見泰地叡王、斎藤慎太郎王座の揮毫の卓

上盤もすぐ売り切れてしまうなど、長い歴史を知る私たちにとっては今日の現状は驚きの

一語です。将棋大会の上位入賞者は、以下の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

A(三段以上) 

52名 

宮堂 力旗 

(岐阜県養老町) 

尾崎 兼一 

(岡崎市) 

白木 大輔 

(豊橋市) 

B(初・二段) 

71名 

藤田 浩司 

(下呂市) 

住吉 治志 

(多治見市) 

佐藤 登 

(浜松市東区) 

C(1～3級) 

47名 

吉山 亨佑 

(浜松市中区) 

岡村 真秀 

(瀬戸市) 

高市 哲志 

(西尾市) 

D(4級以下) 

48名 

川口 大介 

(美浜町) 

藤原 孝司 

(刈谷市) 

今駒 翼 

(浜松市西区) 

高学年 

72名 

白井 亮太郎 

(豊橋市) 

竹下 航平 

(名古屋市瑞穂区) 

久島 直士 

(豊中市) 

低学年 

85名 

安本 興生 

(弥富市) 

林 寛人 

(名古屋市中川区) 

清水 太陽 

(みよし市) 

 

4 愛知県に新たに将棋指導員が21名誕生 
公益社団法人日本将棋連盟の将棋普及指導

員制度にもとづく、将棋指導員の資格審査が4

月7日(日)全国6会場で一斉に行われました。 

現在約950名の将棋指導員に対し、新たに92

名の皆さんが指導員に応募され、筆記試験及

び面接を受けられました。 

 名古屋会場は名古屋市中区の桜華会館にて、

愛知県21名、岐阜県8名、三重県1名、静岡県1

名の計31名が参加され、全員合格して新たな

将棋指導員として将棋普及にかかわることと

なりました。 

 これまでの愛知県の将棋指導者は、将棋指

導員及び将棋指導員補佐も含めて160名で全国一の数でしたが、これに21名が加わり約180

名の将棋指導体制になりました。 

 この4月には岡崎支部及び豊田朝日丘支部が設置され37支部、ますます将棋普及のネッ

トワークがより細かくなってきています。 

 将棋のイベント、将棋大会などの将棋に関する相談が、東海普及連合会に切れ目のない

ほど続いています。愛知県支部連合会は、新しい支部及び指導員の皆さんとともに、東海

普及連合会の将棋普及を支えて行きたいと考えています。 

 新しく将棋指導員になられた皆さんは以下の通りです。 

富田幸治、豊田哲也、寺本治義（以上豊田けやき支部）、竹内清則（常滑支部）、磯部

馨（豊橋支部）、浅野登（瀬戸将棋文化振興協会支部）、河合和敏（名古屋市役所支部）、

森田光、渡邊和雄、登内誠二（以上栄将棋教室支部）、神谷重賜、中島達矢（以上刈谷支
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部）、大橋満裕、丹羽拓郎、中山翔太、舟橋和諒（以上名古屋支部）、相川泰一（豊明支

部）、鈴木治雄、小島優（以上名古屋西南支部）、山路大輔（尾張一宮如春庵支部）、伊

藤忠雄（東三河支部） 

 

5 第77期将棋名人戦第4局大盤解説会 
（1）と  き  令和元年5月17日(金) PM5:00～終局 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向側） 

（3）対 局 者  佐藤天彦名人 VS 豊島将之二冠 

（4）解 説 者  小林健二九段 

（5）参 加 費  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） 

（6）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

6 第15回文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦愛知県大会 
（1）と  き  令和元年6月8日(土) 小学生の部 AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

令和元年6月22日(土) 中学生の部 AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  中日新聞社北館4階ホール・401会議室 

（3）ク ラ ス  ①小・中学校将棋団体戦愛知県大会 

愛知県内の同一小・中学校の3名1組 

②小学生将棋団体交流戦 

         小学生の3名1組（同一小学校でなくても参加できます） 

（4）参 加 費  1チーム1,500円 

（5）申込方法  往復はがきに、クラス、学校名、選手名、学年、代表者名と電話番号を

記入し、〒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 日本将棋連盟愛知県支部連合会まで。小学生の部は5月31日(金)必

着、中学生の部は6月14日(金)必着 

（6）表  彰  第三位までに賞状・賞品 

小・中学校将棋団体戦愛知県大会の上位2チームが西日本大会に愛知県

代表として参加 

（7）主  催  中日新聞社 日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（8）後  援  愛知県 愛知県教育委員会 名古屋市 名古屋市教育委員会 

（9）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

7 第4回名城大学杯将棋大会 
（1）と  き  令和元年6月16日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 

        名古屋市東区矢田南四丁目102番9 

（3）ク ラ ス  小学2年生以下、小学3･4年生、小学5･6年生、中学生、高校生 

（4）定  員  500名 

（5）参 加 費  500円（参加賞あり） 

（6）申込方法  往復はがきに、住所、氏名、ふりがな、電話番号、学校名、学年を記入

し、〒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 

日本将棋連盟東海普及連合会「第4回名城大学杯将棋大会」係まで。6月
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7日(金)必着 

（7）参加棋士  糸谷哲郎八段 杉本昌隆八段 中田章道七段 中山則男六段 

竹内貴浩四段 ほか 

（8）主  催  名城大学 

（9）共  催  名城大学スポーツ・文化後援会 日本将棋連盟東海普及連合会 

（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）問 合 せ 日本将棋連盟東海普及連合会 電話052-253-9441 

 

8 今後の予定 
5月17日(金) 第77期将棋名人戦第4局大盤解説会 

5月25日(土)、26日(日) 瀬戸市制施行90周年記念瀬戸将棋まつり 

6月1日(土) 第99回中部職域団体対抗将棋大会 

6月8日(土) 第15回文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦愛知県大会（小学生の部） 

6月9日(日) 杉本昌隆八段の昇段昇級を祝う会 

6月16日(日) 第32回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会 

6月16日(日) 第4回名城大学杯将棋大会 

6月22日(土) 第15回文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦愛知県大会（中学生の部） 

6月23日(日) イオンモール杯争奪2019こども将棋王決定戦中部Bブロック 

6月29日(土) 第15回とよたふれあい将棋フェスティバル 

6月30日(日) 第73回全国アマチュア将棋名人戦愛知県大会・中日杯争奪将棋大会 

 

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。 

東海普及連合会のサイト（http://shogitokai.sakura.ne.jp/）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 


