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1 2019夏休み子ども将棋教室・刈谷 
7月22日(月)23日(火)25日(木)の3日間、13

時30分から16時30分までの3時間、ウイングア

リーナ刈谷の2階会議室で63名の児童が参加し

て開催されました。 

参加者の内訳は入門コース15名、初級コー

ス29名、中級コース19名を講師9名で対応しま

した。教室の内容は前半2日間、講座と友達対

局・指導対局、最終日は将棋物知りクイズ大

会・詰将棋大会と将棋大会を実施しました。 

最終日16時からは終了式と表彰式を行い各

大会の優秀者を表彰、更に3日間通して最も対

局数の多かった児童3名を特別表彰しました。ちなみに対局数は29局が最高で、次に28局

が2名でした。最後に余った景品等をみんなでジャンケンして配り盛り上って終了となり

ました。 

今年も参加者全員色分けゼッケン（背番号）を着用して本人確認や行方不明者を失くし

たことです。点呼や手合いの進行がスムーズにいきました。着用した児童も違和感は無く、

むしろスポーツ選手になったようで気に入ってもらえました。 

刈谷支部 棋道師範 山中利夫 

 

2 白亜の城の熱き戦い！蒲郡 
美しい三河湾に面する蒲郡市民会館にて8月4日(日)に第19回よいこチビッコ蒲郡将棋名

人戦が開催されました。会場は三河湾国定公園の中心地にあります。館全体が真っ白で海

の碧さとのコントラストがすばらしく、正に白亜の城のようです。 

昨年もそうでしたがうだる様な猛暑で、おだやかな三河湾の海水が沸騰していました、

うそです。「心頭を滅却すれば火もまた涼し」という言葉がありますが、これだけ猛暑が

続くと洒落にもなりません、頭も膿んで爆発してしまいそうでした。 

さて、大会は親御さんらが見守るなか始ま

りました。小学生名人戦は予選を楽しく指す

光景もあり、実にこどもらしさがありました

が、決勝トーナメント戦に入りますと盤面を

凝視する真剣な眼差しに、緊張感がひしと伝

わってきました。特に中学生名人戦は重量級

で、実に見応えがありました。最近は市外か

らの参加者が増えてきており、観光のまち蒲

郡をアピールするのに一役買っています。入

賞者はつぎのみなさんです 

蒲郡支部 棋道師範 小田賢一 
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 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

中学生名人戦 

         

12名 

八田 勝友 

東郷中1 

（新城市） 

櫻井 皓太 

城南中1 

（海津市） 

山下 雄生 

高岡中1 

（豊田市） 

平岩 柊佑 

東中3 

（碧南市） 

小学生名人戦A 

小学4～6年 

33名 

前川 海里 

楠小6 

（四日市市） 

小田 彰吾 

渡内小6 

（東海市） 

白井 亮太郎 

旭小6 

（豊橋市） 

若林 卓実 

上社小5 

（名古屋市） 

小学生名人戦B 

小学3年以下 

27名 

清水 太陽 

三好丘小3 

（みよし市） 

山中 敦史 

三河安城小3 

（安城市） 

田代 悠晴 

岡崎小3 

（岡崎市） 

青木 亜友人 

花園小2 

（半田市） 

はさみ将棋名人戦 

小学3年以下 

8名 

小田 漣 

片平小3 

（名古屋市） 

黒田 陽生 

大塚小1 

（蒲郡市） 

小田 蒼己 

蒲郡南部小3 

（蒲郡市） 

髙橋 蒼眞 

三谷小1 

（蒲郡市） 

 

3 第8回Ｊ:ＣＯＭ杯3月のライオン子ども将棋大会東海大会 
7月21日(日)、名古屋国際会議場において、㈱ジュピターテレコムが主催する第8回Ｊ:

ＣＯＭ杯3月のライオン子ども将棋大会が開催され、104名が参加しました。 

全国クラスでは、小学4年生の華房慶大さんが、中学生を向こうに回して、見事に優勝

の栄誉に輝きました。 

 優勝 準優勝 第三位 

全国クラス 

49名 
華房 慶大 (小4) 三浦 光葵 (中2) 

加藤 慎士 (中3) 

長澤 魁 (小6) 

交流クラス 

55名 
坂井 慶一郎 (小4) 華房 永茉 (小2) 

坂井 政士郎 (小2) 

小笠原 龍顕 (中1) 

 

4 善通寺夏休みこども将棋講座 
（1）と  き  令和元年8月22日(木)～24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16日(金)必着。 

（8）主  催  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 

 

5 善通寺杯将棋大会 
（1）と  き  令和元年8月25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） 
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6 第16回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 
（1）と  き  令和元年9月16日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（日本将棋連盟栄将棋教室向い側） 

（3）資  格  高校生以下 

（4）参 加 費  高校生1,500円（1,200円）、中学生以下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）表  彰  優勝者に免状または認定証 第三位までに賞状・賞品  

（6）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

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

 

7 ウッドワンダーランド2019こども将棋大会 
（1）と  き  令和元年10月6日(日) AM9:15～受付 10:00対局開始 

（2）と こ ろ  ポートメッセなごや第1展示館 

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

（4）定  員  各クラス32名 

（5）主  催  日本木工機械工業会 

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

 

8 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  令和元年10月19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）参加棋士  室田伊緒女流二段 

（4）内  容  親子ふれあい将棋講座 

AM9:30～受付 

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：500円 

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：上級、中級、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 

（5）主  催  日本将棋連盟春日井支部  

（6）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（7）協  賛  春日井まつり 

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

 

9 今後の予定 
8月22日(木)～24日(土) 善通寺夏休みこども将棋講座 

8月25日(日) 善通寺杯将棋大会 

9月16日(祝) 第16回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 

9月28日(土) テーブルマークこども東海大会・将棋日本シリーズ 
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10月6日(日) ウッドワンダーランド2019こども将棋大会 

10月19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 

 

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 


