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1 なごや指導対局が万松寺で開催 
10月19日(土)に万松寺本堂2階大広間にて、

なごや指導対局が開催されました。 

これは、将棋文化振興自治体全国将棋サミ

ットが11月9日(土)に名古屋能楽堂にて開催さ

れることを踏まえ、佐藤康光日本将棋連盟会

長が前面に立って、特別イベントとして企画

されたものです。主催は日本将棋連盟東海普

及連合会、後援は名古屋市、協力は万松寺と

いう枠組みで開催されました。 

指導棋士は、佐藤康光日本将棋連盟会長、

杉本昌隆八段の2名で、会場は名人戦、棋聖戦

での対局場として使用された万松寺2階大広間で、榧6寸盤と盛上駒を使用して、3面指し

で実施されました。榧6寸盤と盛上駒は、佐藤会長が自らご自宅から運び入れていただき

ました。佐藤会長は17名と、杉本八段は10名と指導対局を行いました。途中、名古屋市長

が視察にお越しになりました。 

なお、指導対局の前には、指導棋士と盤をはさんでの記念撮影も行われ、大変貴重なイ

ベントとなりました。 

 

2 将棋フェスティバル2019に500名超える参加 
中部地域の支部の参加による将棋フェスティバル2019が10月27日(日)名古屋港湾会館に

て500名を超える参加で開催されました。 

これは日本将棋連盟の故米長邦雄会長時代に、中部地域の将棋連盟支部の交流を主な目

的として開始されました。 

今年も日本将棋連盟から郷田真隆九段、山崎隆之八段、中田章道七段、小林裕士七段、

中山則男六段、澤田真吾六段、池永天志四段、竹内貴浩四段、中澤沙耶女流初段、脇田

菜々子女流1級の10名の棋士が派遣され、①5人制支部対抗戦（57チーム参加）②ふれあい
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将棋大会（60名参加）③指導対局（67名参加）④郷田九段VS山崎八段の公開対局（約200

名参加）など終日将棋を楽しんでいただきました。 

5人制支部対抗戦には、遠くは富山支部、浜松支部、高山支部、伊勢支部などからも参

加があり、またこどもチームの参加も多数あって会場の設営に苦労するほどでした。 

A級は栄将棋教室支部、B級は愛知棋匠会支部C、C級は鈴鹿神戸支部神戸一人ノルマ3勝

が優勝しました。 

  優勝 準優勝 第三位 

5

人

制

支

部

対

抗

戦 

A級 

14チーム 

栄将棋教室支部 

 上田 洋 

中嶋 灯希 

竹川 和 

磯谷 祐維 

高橋 好史 

浜松支部 

阿部 俊貴 

相曾 剛史 

神谷 友暁 

内山 透 

木下 颯 

春日井支部A 

源川 諒 

杉野 哲也 

根津 智成 

田中 勇人 

小笠原 保 

B級 

14チーム 

愛知棋匠会支部 

遠藤 史崇 

尾崎 克彦 

斉藤 裕史 

平 光太 

福井 崇久 

四日市支部B 

国森 敏彦 

田本 健晴 

板倉 康弘 

山下 仁嗣 

加藤 蘭 

鈴鹿市神戸支部 

神戸梅ちゃん 

 嬉野 宏明 

梅山 優士 

百南 匠人 

栃木 雅貴 

田辺 隆教 

C級 

24チーム 

鈴鹿市神戸支部 

神戸一人ノルマ3勝 

山口 晃輝 

黒柳 裕太 

高田 裕之 

角野 光一 

後藤 安寿 

瀬戸支部E 

大橋 満裕 

佐伯 裕哉 

坂上 守 

森定 朝彦 

苅田 宏 

高山将棋教室支部 

郡司 孝喜 

伊藤 千響 

小山田 継努 

野登 大介 

赤羽 優太 

ふ

れ

あ

い 

A級 

13名 

国保 泰久 

(小牧市) 

高橋 道貴 

(豊田市) 

都築 望 

(知多市) 

B級 

18名 

中野 快星 

(豊田市) 

西部 雅樹 

(尾張旭市) 

平田 直之 

(安城市) 

C級 

29名 

青木 凱愛 

(岐阜県瑞穂市) 

管木 結清 

(名古屋市) 

藤原 孝司 

(刈谷市) 

 

3 令和元年度愛知県支部連合会支部長・将棋指導員合同会議に約

60名が参加 
愛知県支部連合会では、平成7年2月から、2月に総会、10月に支部長・将棋指導員合同

会議を実施しています。 

今年は、10月20日(日)に、愛旅連ビル3F会議室にて、令和元年度愛知県支部連合会支部

長・将棋指導員合同会議を開催し、約60名の参加がありました。 

日本将棋連盟からは、常務理事の西尾明七段と石橋弘光理事に出席いただきました。 

会議では、2019年2月総会以降の取組と今後の課題をお示しするとともに、質疑応答を

行いました。 

2019年2月総会以降の取組では、東海普及連合会と愛知県支部連合会の役割を改めて示

すとともに、支部の拡大（40支部を目標：現在37支部）や岐阜県・三重県支部連合会との
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連携強化などを提示しました。今後の課題では、JT大会での参加者状況や、将棋フェステ

ィバル2019などの今後の大会予定などを示しました。 

質疑応答では、JT大会での参加者減少の状況への質問や、このところネット将棋放映な

どの機会も増える中、プロ棋士の所作にも注目があるので、プロ棋士の一層の精進を求め

る意見など多数だされました。西尾常務理事や石橋理事にもお答えをいただく場面もあり

ました。特にJT大会では、全国的に参加者減少がみられる中、東海大会は大幅な減少とな

っており、これは、今回9月27日(土)開催ということで、小学校行事と重なったことも指

摘されました。 

会議後は、日頃大会運営などに忙しい皆さんの慰労を兼ねて役員将棋大会を開催しまし

た。また、夕方からは、西尾常務理事、石橋理事にもご参加いただいて懇談会を開催しま

した。来年2月開催予定の総会に向けて、更なる取組を進めていくことを確認しました。 

 

4 第1回棋士豊島将之ファンのつどい 
第1回棋士豊島将之ファンのつどいが、10月

14日(月･祝)、JR尾張一宮駅7階シビックホー

ルで開催されました。北海道・青森・宮城・

新潟・石川・福井・栃木・千葉、東京・埼

玉・神奈川・静岡・岐阜・愛知・三重・滋

賀・京都・奈良・大阪・兵庫・福岡から棋士

24名を含めて250名が参加しました。 

午前中は、24名の棋士が延べ192名の将棋フ

ァンに指導対局を行い、熱気があふれていま

した。その後、24名の棋士全員が壇上に並び、

ファン一人一人との記念撮影となりました。

開会式には中野正康一宮市長のご挨拶もあり、24名の棋士がそれぞれのテーブルで昼食や

飲み物をとりながらファンと交流を行いました。豊島名人は一人壇上に立ち、ファン一人

一人と会話と握手をする時間も設けられ、長い列ができました。 

お楽しみ抽選会は、誕生日が豊島名人と同じ人や近い人に豊島名人の色紙が、棋士の思

い入れのある所蔵の品々がファンの方々に贈られました。 

最後に、第1回棋士豊島将之ファンのつどいと記した色紙と、24名の棋士全員の寄せ書

きの写しと記念写真を携え、棋士のお見送りを受けて、会場を後にしました。 

 

5 室田伊緒のかすがいふれあい将棋講座・子ども将棋大会 
春日井まつり実行委員会、日本将棋連盟愛知県支部連合会の協力により、まつり会場中

心の春日井市役所12F会議室において、室田伊緒のかすがいふれあい将棋講座・子ども将

棋大会を開催しました。小雨が降ってまつりには適さない天気でしたが、9時前には受付

に列ができ、10時開始の時には保護者も含めて150人以上の人で会場はいっぱいになりま

した。 

☆ふれあい将棋講座 

春日井広報大使の室田伊緒女流二段とゲスト棋士の伊藤博文七段の両先生による指導対

局での講座で、午前中に12名、大会を終えて参加申し込みが増えた午後からは26名が、ま

た、両先生との対局をしたい希望者や複数回の申し込みがあり、総数38名（春日井在住15

名）が講座に参加しました。 

☆子ども将棋大会 

上・中・初級の3クラスで、スイス式の4対局を行いました。春日井市以外の参加も多く、

当方の予想以上の参加数となり対局テーブルを補充して対応しました。対局に真剣に、ま
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た、集中している様は観ている方にも本気度が伝わってきました。 

春日井支部 早川幸男 

 優勝 準優勝 第三位 

上級 

16名 

加藤 慎士 

(岐阜県可児郡) 

鈴木 遙悟 

(長久手市) 

前川 海里 

(四日市市) 

中級 

26名 

若林 卓実 

(名古屋市) 

坂井 政士郎 

(東海市) 

遠藤 優汰 

(多治見市) 

初級 

34名 

佐々 愼朔 

(名古屋市) 

濱口 竣太 

(春日井市) 

山本 和佐 

(刈谷市) 

 

6 第36期アマチュア王将戦東海地区大会 
10月20日(日)、名古屋港湾会館にて、第36期アマチュア王将戦東海地区大会が開催され、

石井直樹さんが代表の座を獲得しました。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ王将戦 

64名 

石井 直樹 

(東京都八王子市) 

天野 啓吾 

(兵庫県川西市) 

前川 海里 

(四日市市) 

竹内 宏次 

(名古屋市) 

A級 

18名 

櫻井 皓太 

(海津市) 

木戸 嘉裕 

(兵庫県宝塚市) 

藤間 健太 

(兵庫県神戸市) 

B級 

17名 

芳村 滋 

(豊田市) 

小野田 裕人 

(長久手市) 

華房 永茉 

(名古屋市) 

C級 

11名 

菅木 結清 

(名古屋市) 

伊藤 小太朗 

(江南市) 

寺西 昭充 

(名古屋市) 

D級 

12名 

田中 祐聖 

(一宮市) 

西元 颯 

(名古屋市) 

濱口 竣大 

(春日井市) 

 

7 ウッドワンダーランド 2019 
10月6日(日)、ポートメッセなごやにて、日本木工機械工業会が主催するウッドワンダ

ーランド2019の企画の一つとして、こども将棋大会、目隠し公開対局、指導対局などが行

われました。 

都成竜馬五段と出口若武四段の目隠し公開対局には大勢のファンが詰めかけ、杉本昌隆

八段と中澤沙耶女流初段の解説に聞き入っていました。 

指導対局には午前1回と午後2回を合わせて80名を超える方が参加しました。 

こども将棋大会には86名が参加し、次の皆様が入賞しました。 

 優勝 準優勝 第三位 

中学生 

3名 

松田 侑大 

(東浦町立西部中1) 

牧野 永和 

(三重大学附属中1) 

岡村 真秀 

(瀬戸市立南山中1) 

小学5･6年生 

22名 

坂本 大毅 

(日進市立南小5) 

吉田 和眞 

(四日市市立下野小5) 

波多野 伊吹 

(瑞穂市立南小6) 

小学3･4年生 

32名 

山中 惇史 

(安城市立三河安城小3) 

菅木 結清 

(名古屋市立名進研小4) 

坂井 慶一郎 

(東海市立加木屋南小4) 

小学2年生以下 

29名 

坂井 政士郎 

(東海市立加木屋南小2) 

堀内 誠夫 

(四日市市立常盤西小2) 

伊藤 千智 

(弥富市立弥生保年長) 
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8 和丘祭縁台将棋大会 
（1）と  き  令和元年11月10日(日) 受付9:15～9:50 大会10:00～16:00 

（2）と こ ろ  愛知東邦大学B棟201教室 

会場は駐車不可、公共機関でお越し下さい。 

近くの平和公園内には無料駐車場が数か所有ります 

（3）ク ラ ス  ①一般･中学生以上 ②高学年（4年生以上）③低学年（3年生以下園児） 

（4）参 加 費  1,000円（当日納付） 

（5）参加棋士  南芳一九段 指導対局料500円 午前5名、午後15名 

（6）表  彰  メダル（金・銀・銅）賞状・賞品（参加賞有り） 

（7）主  催  と金クラブ将棋教室 

（8）協  賛  梅森子供将棋教室 名将塾 長久手将棋教室 

（9）問 合 せ  後藤克義 090-7026-6021 

 

9 第6回愛知県知事賞金鯱名人戦、金鯱こども将棋大会 
（1）と  き  令和元年11月10日(日) PM0:00～受付 PM0:45開会式 

（2）と こ ろ  名古屋市西区役所講堂 

（3）ク ラ ス  金鯱名人戦 愛知県内在学の中学生以下 

金鯱こども将棋大会 小学2年生以下 小学3･4年生 小学5･6年生 

中学生 

（4）定  員  200名 

（5）参 加 費  800円 

（6）申込方法  ①氏名・ふりがな、②学校名・学年、③「金鯱名人戦」「こども将棋大

会」のどちらか、④住所、⑤電話番号を、往復はがきで〒460-0008名古

屋市中区栄四丁目12-21第2栄スカイタウン4A 

又は電子メールでqquz899d@tea.ocn.ne.jp 10月18日(金)必着 

（7）表  彰  各クラス第三位まで 

（8）主  催  日本将棋連盟名古屋支部 金鯱こども将棋教室 

（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 名古屋市西児童館 名古屋市西区社会福祉協議会 

日本将棋連盟東海普及連合会 

（12）協  賛 三輪碁盤店 

（13）問 合 せ 本庄克行 080-3658-6104 

 

10 さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会地区大会 
（1）と  き  令和元年12月8日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  豊橋会場  佐鳴予備校豊橋本部校 

豊橋市駅前大通3-50-2 電話0532-55-0110 

岡崎会場  佐鳴予備校東岡崎駅前校 

岡崎市吹矢町2-1 電話0564-66-0555 

刈谷会場  佐鳴予備校刈谷本部校 

刈谷市南桜町2-58-2 電話0566-24-7555 

名古屋会場 佐鳴予備校名古屋本社 

名古屋市中区葵1-22-13 電話052-933-1001 

一宮会場  佐鳴予備校一宮本部校 
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一宮市八幡2-4-3 電話0586-46-5041 

        豊田会場  佐鳴予備校豊田本部校 

              豊田市西町5-13 電話0565-35-1101 

（3）内  容  第45回小学生将棋名人戦愛知県大会地区大会 

         小学生交流将棋大会 高学年（4年以上） 低学年（3年以下） 

        プロ棋士指導対局、プロ棋士によるミニ講演 

（4）参 加 費  1,000円（さなる在校生は無料・IDカードを持参） 

（5）表  彰  第三位までに賞状・賞品、第四位に賞品 

（6）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（7）協  賛  株式会社さなる 

（8）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 

（9）協  力  日本将棋連盟 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 

 

11 第8回高校生小牧陣中将棋大会 
（1）と  き  令和元年12月21日(土) PM1:00～受付 PM1:20対局開始 

（2）と こ ろ  ふらっとみなみ（小牧市南部コミュニティセンター） 

小牧市北外山1187 電話0568-77-1375 

（3）ク ラ ス  A（二段以上）、B（初段～）、C（3級～） 

（4）参 加 費  500円 

（5）主  催  小牧市 小牧市教育委員会 

（6）問 合 せ  渋谷文博 電話090-1277-2626 

 

12 第12回小中学生小牧陣中将棋大会 
（1）と  き  令和元年12月22日(日) AM10:00～受付 AM10:30対局開始 

（2）と こ ろ  ふらっとみなみ（小牧市南部コミュニティセンター） 

小牧市北外山1187 電話0568-77-1375 

（3）ク ラ ス  小中学生A（二段以上）、B（初段～）、C（3級～）、D（6級～）、 

E（9級～）、中学生F（12級～）、小学生G（12級～）、 

小学生H（16級～） 

（4）参 加 費  500円 

（5）主  催  小牧市 小牧市教育委員会 

（6）問 合 せ  渋谷文博 電話090-1277-2626 

 

13 第2回熱田こども将棋大会 
（1）と  き  令和2年1月12日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  熱田神宮文化殿講堂 

（3）ク ラ ス  小学2年生以下、小学3･4年生、小学5･6年生 

（4）定  員  各クラス50名 

（5）参 加 費  1,000円 

（6）申込方法  往復はがきに、氏名、ふりがな、学校名、学年、住所、電話番号を明記

し、〒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「第2回熱田こども将棋大会」係へ。12月26日

(木)必着 

（7）参加棋士  木村一基王位 杉本昌隆七段 中山則男六段 澤田真吾六段 
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石川優太四段 竹内貴浩四段 室田伊緒女流二段 中澤沙耶女流初段 

脇田菜々子女流1級 

（8）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会 

（9）後  援  中日新聞社 

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

 

14 さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  令和2年1月19日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  さなる名古屋新栄校 

名古屋市中区葵1-22-13 電話052-933-1001 

（3）内  容  第45回小学生将棋名人戦愛知県大会 

         小学生交流将棋大会 高学年（4年以上） 低学年（3年以下） 

        プロ棋士指導対局、プロ棋士によるミニ講演 

（4）参 加 費  小学生交流将棋大会1,000円（さなる在校生は無料・IDカードを持参） 

（5）表  彰  第三位までに賞状・賞品、第四位に賞品 

（6）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（7）協  賛  株式会社さなる 

（8）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 

（9）協  力  日本将棋連盟 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 

 

15 今後の予定 
11月9日(土) 全国将棋サミット2019 

11月10日(日) 第3回名古屋城こども王位戦決勝大会 

11月10日(日) 和丘祭縁台将棋大会 

11月10日(日) 第6回愛知県知事賞金鯱名人戦、金鯱こども将棋大会 

12月7日(土) 第100回中部職域団体対抗将棋大会 

12月8日(日) さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会地区大会 

12月21日(土) 第8回高校生小牧陣中将棋大会 

12月22日(日) 第12回小中学生小牧陣中将棋大会 

1月12日(日) 第2回熱田こども将棋大会 

1月19日(日) さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会 

 

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 


