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1 名古屋城本丸御殿で第3回名古屋城こども王位戦決勝大会を開催 
今年も11月10日(日)に名古屋城本丸御殿一

の間で、各学年2名による第3回名古屋城こど

も王位戦決勝大会が開催されました。主催者

である名古屋市の河村たかし市長から激励の

挨拶もあり、全国から8月10日(土)の予選大会

（855名参加、吹上ホール）を勝ち抜いた18名

による決勝が行われました。 

日本将棋連盟の佐藤康光会長も藤井聡太七

段と共に出席され、二人で大会後のご褒美と

しての指導対局を行っていただきました。 

今大会も3回目となり中学生までの学年別の大会という特徴が好評で、全国各地から子

供たちが参加しています。その結果、決勝18名に名古屋市の子どもが残れなかったことを

河村たかし市長は残念がってみえました。 

やはり藤井聡太七段は、本丸御殿の入場者の皆さんも足を止めて見入るなど、相変わら

ずの人気ぶりです。また、マスコミの関係者の皆さんも多数押しかけ、大変慌ただしい一

日でした。 

なお、11月9日(土)には、名古屋市能楽堂にて将棋文化振興自治体全国将棋サミット

2019が開催され、多くの自治体首長、棋士、将棋ファンの参加がありました。 

 優勝 準優勝 

中学3年生 24人 内山 あや (東京都品川区) 福田 駿也 (刈谷市) 

中学2年生 36人 緒方 惟月 (弥富市) 宮堂 孔暉 (岐阜県養老町) 

中学1年生 44人 山田 晃雅 (春日井市) 橋本 侑門 (伊勢市) 

小学6年生 86人 前川 海里 (四日市市) 久野 杏太 (磐田市) 

小学5年生 108人 坂本 大毅 (日進市) 武藤 涼介 (岐阜市) 

小学4年生 151人 有働 秀永 (東京都港区) 寺下 絆南 (堺市) 

小学3年生 179人 伊藤 誇吾 (海津市) 藤間 健太 (神戸市) 

小学2年生 142人 原口 孝成 (兵庫県西宮市) 安部 圭矢 (幸田町) 

小学1年生 85人 藤井 響生 (兵庫県たつの市) 高田 亜矢子 (あま市) 

 

2 ねんりんピック紀の国わかやま2019 
全国の60歳以上の男女約1万人が、スポーツや文化で交流を深める「第32回全国健康福

祉祭和歌山大会」が11月9日から3日間開催され、和歌山県内21市町村の会場で前回大会と

同様史上最多の27種目が一斉に実施されました。 

将棋交流大会は高野町、高野大学・高野山大師協会・高野山観光情報センターで、64チ

ーム190名が参加して開催されました。 

審判長には神崎健二八段、副審判長には宮本宏志五段、大橋貴洸五段、村田智穂女流二

段の合計4名のプロ棋士が来場、指導対局等にあたりました。 
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恒例の特別表彰の最高齢者賞は、熊本県か

ら参加された井崎圭支さん91歳が受賞、高齢

者賞には新潟市から参加された小出昭吾さん

90歳ら3名でした。 

さて名古屋市チーム（谷畑安彦さん・近藤

哲生さん・谷口稔さん）の成績は、団体予選

リーグを2勝1敗（北九州市に敗れる）で予選

落ちを喫しました。 

翌日は気持ちを切り替え3人とも個人戦トー

ナメントに臨みました。谷畑さんは貫禄の4連

勝で金メタルを獲得、谷口さんは3回戦に進み

銀メタルを逃がすも銅メタルをゲット、近藤さんは2回戦で苦敗しました。 

団体戦・優勝は兵庫県、準優勝は北九州市、3位は福井県と滋賀県でした。 

（参考） 近隣3県の成績 

 愛知県：団体戦予選落ち、個人戦で土屋さんが金メタル、他の2人は敗退 

岐阜県：団体戦予選落ち、個人戦では3人とも1･2回戦で敗退 

 三重県：団体戦予選落ち、個人戦では3人とも1･2回戦で敗退 

名古屋市付添役員 山中利夫 

 

3 和丘祭・縁台将棋大会 
11月10日(日)、当日は秋晴れで大会日和に

恵まれました。と金生徒、友好将棋教室や県

下各地より参加頂きました。 

クラスは、低学年の部、高学年の部・中学

生以上一般の部の3クラスとして、午前の予選

はスイス式・午後の本戦はトーナメント方式

として、午前中の敗者・午後の敗者には、招

聘したプロ棋士・南芳一九段及び将棋指導員

による指導対局を実施しました。 

昼食休憩は、参加者とその家族が大学生の

屋台を利用する姿がほほ笑ましい光景でした。 

午後から本戦に入り、優勝を目指し厚い眼

差しで真剣に対局している事に誰も負けて欲しくないと思いました。入賞者が決まりメダ

ル・賞状・賞品を進呈、特に色紙を書いたことがない南九段の優勝者へ贈呈は貴重品と思

います。又 南九段の指導対局の感想戦は、にこやかにポイント指摘され対局者は大いに

参考になった事でしょう。 

無事に大会を終へスッタフ一同安堵致しました。 

大会主催者 後藤克義 

 優勝 準優勝 第三位 

中学生以上・

一般の部 

14名 

神谷 拓摩 

(半田市平池) 

天野 照健 

(緑区南大高) 

西 貴久 

(多治見市精華) 

高学年の部 

21名 

若林 卓実 

(名東区上社) 

小野田 裕人 

(と金) 

竹下 航平 

(と金) 

低学年の部 

13名 

清水 太陽 

(と金) 

梅村 明希 

(豊田市宝来) 

野沢 治憲 

(千種区城木) 
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4 好天のCBCハウジング名駅北で第1回子ども将棋大会が開催 
小春日和の11月3日(日)、CBCハウジング名

駅北で第1回の子ども将棋大会が開催され、

124名の子どもと約150名の同伴者で会場はい

っぱいになりました。会場のCBCハウジング名

駅北は名古屋駅から徒歩10分のところにあり、

その名のとおりどれも住んでみたくなる住宅

の展示場です。その中央の芝生広場にテント

を張って将棋大会と指導対局を行いました。 

参加プロ棋士は審判長兼務の中山則男六段、

竹内貴浩四段、中澤沙耶女流初段、脇田奈々子女流1級の4人で、3回にわたり60名に指導

対局をお願いしました。 

また、午後からの中部学生将棋連盟のスタッフによる自由対局は大変な人気で、終了時

刻を過ぎても熱心にお兄さん達に教わる姿が印象的でした。 

主催者のCBC西山さんのお話によりますと、来年もぜひ同じ時期に開催したいとのこと

です。 

大会の各クラス上位入賞者は以下のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

5～6年 

23名 

白井 亮太郎 

(豊橋市立旭小6) 

畑 幸佑 

(犬山市立犬山北小5) 

勝 勇太 

(名古屋市立清水小5) 

若林 卓実 

(名古屋市立上社小5) 

3～4年 

47名 

華房 慶大 

(名古屋市立なごや小4) 

杉本 京介 

(名古屋市立筒井小4) 

濱口 竣大 

(春日井市立勝川小3) 

古川 虎日翔 

(多治見市立昭和小3) 

2年以下 

54名 

華房 永茉 

(名古屋市立なごや小2) 

坂井 政士郎 

(東海市立加木屋南小2) 

谷口 湊亮 

(阿久比町立草木小2) 

山田 桜斗 

(岡崎市まこと幼年中) 

 

5 蒲郡発！礼節に感激、駒づくりにうっとり 
第34回蒲郡ふれあい将棋名人戦が11月24日

(日)に蒲郡市三谷公民館で開催されました。

会場は三谷漁港が目の前に広がる海辺の町に

あり、窓辺に寄れば美しい三河湾も一望でき

ます。勝負に疲れた時、そっと窓辺に目をや

れば穏やかな景観に心が和み疲れを癒してく

れます。 

さて、今回の大会で感心したことがありま

した。勝負というものは非情なものです。自

分のミスで涙を呑む場合でも自身がその結果

を受け止めなければなりません。入賞した方

たちは笑顔であいさつに来られることは多々ありますが、負けてしまった場合はそうでは

ありません。ところが今回は数組の子供たちが私の所にやってきて涙を流しながらも「あ
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りがとうございました」ときちっと挨拶に来たことです。咄嗟に「よく頑張ったね、こん

どはもっと頑張ろうね」エールを贈りました。この子たちはすばらしいご家族に恵まれて

いるなとしみじみ感じました。きっと彼らは自立心が芽生えることでしょう。 

当支部の会員さんのなかに駒師が見えます。今回初めて会場の一角に「駒づくり実演コ

ーナー」を設けました。富士駒の会に在籍されていて二年前にプロデビューをされました。

当日24日にＮＨＫの目撃！にっぽんで「花咲く日まで～再起をかける将棋〝駒師˝～」で

放映されました。平口寛氏で駒師「寛月」と紹介がありました。脱サラして第二の人生に

チャレンジ、苦渋の決断だったようです。なかなか真似のできることではありません。将

棋盤に向き合う時と同じで「集中力」は欠かせないようです。参加者も競技の合間に駒づ

くりの妙技にうっとりしておりました。 

次の皆さんが入賞されました。 

蒲郡支部 棋道師範 小田賢一 

    優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Aクラス 

12名 

高見澤 勝利 

(刈谷市) 

鷹野 淳 

(磐田市) 

岡田 栄生 

(豊川市) 

小出 峻也 

(幸田町) 

Bクラス 

10名 

松尾 眞司 

(名古屋市) 

安部 圭矢 

(幸田町) 

青木 亜友人 

(半田市) 

藤井 宏和 

(幸田町) 

Cクラス 

22名 

冨田 羽勇真 

(幸田町) 

村松 凛一 

(幸田町) 

山﨑 哲大 

(幸田町) 

竹野 斗真 

(岡崎市) 

 

6 西尾将棋大会 
寒さを感じはじめた11月17日に西尾市鶴城

（つるしろ）ふれあいセンターで将棋大会を

行いました。 

参加者数は29名で前回比＋4名、微増でした。

1～2年前の将棋ブームは落ち着きましたが、

数名は引き続き大会に参加しています。高齢

者（後期高齢者？）の参加が減りましたが、

チラシ宣伝などの効果もあり 新規に増えた人

が減少分を補ってくれました。ただ、初めて

の参加者がA級にいきなり出て結果が良くなか

ったところを見ると、受付の際違うクラスを

勧めたほうがよかったのかなと思います。また、西尾市内の小学生の参加が少ないので、

レベルの底上げが課題として残りました。 

今回は4クラスとも全勝優勝で決まりました。文句なしです。また、4人ともクラス初優

勝でした。とくに若い人に勢いがありました。みなさん、おめでとうございます！ 

西尾支部 棋道指導員 大阪徹二 

 優勝 準優勝 第三位 

A級 

6名 

犬塚 隆文 

(西尾市) 

髙市 哲志 

(西尾市) 

鷹野 淳 

(磐田市) 

B級 

7名 

松尾 眞司 

(名古屋市) 

小出 峻也 

(幸田町) 

村上 広宣 

(碧南市) 

C級 

7名 

川嶋 脩真 

(西尾市) 

杉浦 章夫 

(西尾市) 

田代 悠晴 

(岡崎市) 

小学生  

9名 

水野 雄貴 

(岡崎市) 

安部 圭矢 

(幸田町) 

水野 克実 

(岡崎市) 
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7 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 

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、将棋教室、講演会 

（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 

 

8 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 

 

9 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 
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10 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 

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 

 

11 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  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 

（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、将棋教室、講演会 

（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 

 

12 第49回全国支部将棋対抗戦・名人戦愛知県大会 
（1）と  き  令和2年2月2日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館 

（3）資  格  対抗戦 所在地が愛知県の支部の支部会員、三段以下 

名人戦 所在地が愛知県の支部の支部会員、居住地が愛知県の個人会員 

一般戦A級・B級 誰でも参加できます。 

（4）参 加 費  対抗戦 1チーム6,000円 

名人戦 2,000円 

一般戦A級・B級 1,000円 

（5）申込方法  所属支部を通じて1月30日(木)までに。 

（6）表  彰  対抗戦代表1チーム、名人戦代表1名は令和2年4月17日(金)～19日(日)に

ザマーカススクエア神戸で開催される西日本地区大会に出場。 

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

 

13 第27回全国シニア将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  令和2年2月2日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館 

（3）資  格  令和2年1月1日現在60歳以上であること 

所在地が愛知県の支部の支部会員、居住地が愛知県の個人会員 

（4）参 加 費  2,000円 

（5）申込方法  所属支部を通じて又は直接1月30日(木)までに。 

（6）表  彰  代表1名は令和2年4月17日(金)～19日(日)にザマーカススクエア神戸で

開催される西日本地区大会に出場。 

前年度愛知県代表は代表資格がありません。 

（7）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

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

14 今後の予定 
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 

2月2日(日)  第49回全国支部将棋対抗戦・名人戦愛知県大会 

2月2日(日)  第27回全国シニア将棋名人戦愛知県大会 

2月2日(日) 愛知県支部連合会総会 

2月27日(木) 第78期A級順位戦最終局解説会 

 

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 


