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1 アマ名人戦愛知県代表に杉野友輔さんと竹川和さんの若き二人 
第71回全日本アマチュア将棋名人戦愛知県大会が、7月2日(日)に名古屋港湾会館にて72

名の参加で開催されました。並みいる全国的強豪を破って代表の座を射止めたのは、名古

屋市西区の杉野友輔さんと名古屋市港区の竹川和さん二人でした。杉野さん20代、竹川さ

ん10代の二人の若き代表に全国大会での活躍を大いに期待したいと思っています。 

また、同時に行われた中日杯争奪将棋大会には、A級～D級に142名の参加がありました。

大会の上位入賞者は、下記の成績一覧の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ名人戦 

72名 

杉野 友輔 

(名古屋市西区) 

久野 晃弘 

(名古屋市港区) 

 

竹川 和 

(名古屋市緑区) 

畠山 大樹 

(名古屋市天白区) 

 

中日杯A級 

22名 

村松 和哉 

(碧南市) 

岡田 仁 

(四日市市) 

三浦 光葵 

(小牧市) 

中日杯B級 

29名 

白木 大輔 

(豊橋市) 

松田 侑大 

(東浦町) 

藤田 泰王 

(名古屋市名東区) 

中日杯C級 

42名 

芳村 滋 

(豊田市) 

白木 達也 

(豊橋市) 

橋本 清 

(名古屋市昭和区) 

中日杯D級 

49名 

渡邊 唯人 

(清須市) 

窪岡 丈 

(大府市) 

山森 隆雅 

(江南市) 
 

2 夏休み子ども将棋教室・刈谷 
7月24日(月)、25日(火)、27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75名の児童が参加

して開催されました。当初の募集人員は60名

でしたが、申込者が127名もあり抽選で半数以

上も落選させるのも気の毒で15名当選者を増

やした経緯があります。 

参加者の内訳は入門コース25名、初級コー

ス25名、中級コース25名で講師8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33局が最高で、次に27

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。 
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今回工夫した点は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。 

棋道師範 山中利夫 

 

3 MOZO WONDER CITYで親子ふれあい指導対局 
最近の将棋ブームを反映してか将棋に関す

るイベント企画、将棋講座への講師派遣依頼

が急増しています。6月～7月の2か月間で20

数件の相談が東海普及連合会に持ち込まれて

います。 

その一つの企画で7月25日(火)MOZOの1階フ

ロアーにて澤田真吾六段による親子ふれあい

指導対局が開催されました。これはいくつか

の店内企画の一つでしたが、案内はMOZOの発

行する１週間前のチラシのみということでし

た。将棋企画のチラシなしでの経験は初めて

でしたので、当日まで参加者が来ていただけるか大変心配していました。 

午前11時、午後1時、午後3時からの3回各10組でしたが、時間の少し前には必ず10組が

埋まりました。また、併設の初心者コーナーも毎回15席ほどが満席で、こちらは「レッツ

将棋」で将棋のルール解説を何度も将棋指導員のスタッフが行いました。 

参加者の対局をよく見ると澤田六段に対して平手で対戦する組の多いこと。要するに指

導対局の経験のない組が圧倒的でした。「レッツ将棋」を片手に指導対局、終わったら澤

田六段と記念写真のコースが多かったようです。 

参加者の住所を聞いた中では、MOZOの近くが多く、あとは電車の便の良い岡崎、みよし、

天白などでした。 

また、澤田六段の熱心な若い女性ファンも数名現われて、一部のお父さんを除くとすべ

て女性とこどもという華やかな企画になり、買い物で訪れた皆さんもしばらく足を止めて

見入っていました。 

今回の取組で大変勉強になったのは、これまで私達と接触のなかった将棋をこれから覚

えようというファンの存在でした。初心者コーナーでは将棋を引き続き学びたい方に、尾

張一宮支部、みよし支部、岡崎こども将棋教室などの紹介もしました。日本将棋連盟とし

ても新しい将棋ファンに対応する将棋指導者の育成が急務だと感じました。 

 

4 中山則男六段とともに夏の駒ケ根で2泊3日の将棋合宿 
7月15日(土)～17日(祝･月)の3日間、中山則男六段が師範を務める「栄将棋教室支部」、

「名古屋市役所支部」「蒲郡支部」などの合同合宿が長野県駒ケ根市「すずらん荘」で開

催されました。今回は中山六段を含めて39名（女性3名）の参加で初参加が4分の1を占め、

大変新鮮なメンバーとなりました。 

「すずらん荘」はいつでも温泉に入浴でき、近くに駒ヶ岳ロープウェイもあります。参

加者は1日目2クラスの夜トーナメント、2日目2クラスの夜トーナメント、3日目午前中の2

クラストーナメント、さらには2日目午前9時からの「中山則男杯将棋大会」（2クラス）

とまさに将棋漬けでした。2日の午後のみ早く大会終了した皆さんの駒ヶ岳ロープウェイ

組も結成されました。 

いずれのトーナメント、大会も各クラス3位までは賞品がありますが、中山則男杯の優

勝は、佐藤康光九段（日本将棋連盟会長）の直筆扇子、準優勝は、豊島将之八段の裏書の
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卓上盤、第3位は木村一基八段（現九段）のサ

イン色紙でした。Aクラスの優勝は、才田大祐

さん（栄将棋教室支部）、Bクラス優勝は、阿

知波敏明さん（名古屋市役所支部）でした。

また、参加者全員に中山六段から「名人戦記

念扇子」が進呈されました。 

初参加の皆さんの感想を中心に聞きました

が、「とにかく誘ってもらって感謝。将棋は

ますます好きなった2泊3日でした」「来年は

もう少し強くなって参加したい。感動の3日間

でした」「帰るのが嫌になるほど、皆さんの

温かい雰意気に浸っていました」など新しい参加者の皆さんの感想は、合宿を準備するわ

たくしどもに大きな勇気を与えてくれます。 

 

5 高校竜王戦愛知県代表に細田さん 
 第30回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会が、7月23日(日)名古屋産業大学にて169名

（内女子6名）の参加で開催されました。 

優勝 準優勝 第三位 

細田 真史 

(南山男子部3年) 

瀬野 泰平 

(愛工大名電1年) 

中村 俊介 

(滝2年) 

中村 哲也 

(愛工大名電3年) 
 

6 イオンモール天童杯争奪全国こども将棋王決定戦東海地区大会 
 今年から新しい全国将棋大会で、全国を7地区に分けて小学生の将棋大会を行い、その

優勝者7名が10月7日(土)～8日(日)に山形県天童市にて開催される全国大会に参加し、全

国こども将棋王を決定するものです。 

 東海地区大会は、7月30日(日)に愛旅連ビルにて開催され、緒方維月さんが東海地区代

表の座を獲得しました。全国大会の活躍を大いに期待しております。東海地区大会の参加

者は会場一杯の66名でした。 

 

7 岡崎円頓寺子供将棋教室、新規会員募集！ 
正保2年（西暦1645年）建立の歴史あるお寺で将棋教室が開講されることになりました。 

円頓寺＝えんどんじ、と読みます。場所は岡崎市久右ヱ門町1丁目16です。 

（1）対象：将棋を全く知らない方から棋力5級ぐらいまでの小･中学生 

（2）年会費：4000円（4月～翌年3月）。 

   ＊ただし､平成29年度は8月開講（8/5～翌年3月）のため2500円。 

（3）日時：毎月第1･3土曜日 午後3時～午後4時半。 

   ＊ただし､ふりかえの事もあります（年24回､平成29年度は16回）。 

（4）問合せ：将棋指導員 宮崎 和弘（みやざき かずひろ）0564-54-9250 

 

 

優勝 準優勝 第三位 第四位 

緒方 惟月 

(弥富市･6年) 

杉浦 悠斗 

(安城市･6年) 

梶川 宗継 

(津市･4年) 

紀平 倖佑 

(岐阜市･4年) 
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8 第12回東山植物園小・中学生将棋大会 
（1）と  き  平成29年8月13日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  東山植物園植物会館 

（3）ク ラ ス  中学生、小学生高学年、小学生低学年 

（4）定  員  100名（先着順） 

（5）参 加 費  500円 

（6）表  彰  各クラス3勝1敗までに賞品 

（7）主  催  日本将棋連盟愛知尾張一宮支部 

（8）共  催  名古屋市東山公園動植物園 日本将棋連盟東海普及連合会 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟愛知尾張一宮支部長 神田和徳 電話090-3968-0482 

 

9 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 
（1）と  き  平成29年8月21日(月)～23日(水) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）定  員  30名（先着順） 奨励会、研修会等を目標とする小・中・高校生 

（4）参 加 費  10,000円（弁当付、棋書を含む） 

（5）講  師  竹内貴浩四段 

ゲスト 都成竜馬四段 中澤沙耶女流初段 鈴木肇元奨励会三段 

（6）申込方法  氏名、ふりがな、学校、学年、住所、電話番号をメール

（kartracer@pdx.ne.jp）又はFAX（052-264-0655）で 

（7）主  催  栄将棋教室 代表 中山則男六段 

（8）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・中部学生将棋連盟 

（9）問 合 せ  日本将棋連盟棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

10 名鉄百貨店日本の職人技まつり 

  杉本昌隆七段と中山則男六段によるトークショーと指導対局 
（1）と  き  平成29年8月23日(水) AM11:00～11:45 

（2）と こ ろ  名鉄百貨店本店本館7階催場 

（3）主  催  名鉄百貨店本店 

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

 

11 善通寺夏休みこども将棋講座 
（1）と  き  平成29年8月24日(木)～26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18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 
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12 浦野真彦八段 詰将棋講座＆サイン会 
（1）と  き  平成29年8月26日(土) 1回目 AM11:00～ 2回目 PM14:00～ 

（2）と こ ろ  TSUTAYA瀬戸店（いまじん瀬戸店） 

愛知県瀬戸市西本地町2丁目222番地1 電話0561-97-3655 

（3）資  格  小中学生 

（4）定  員  各30名 

（5）参 加 費  無料（サイン会は当店にてご購入頂いた書籍を持参下さい） 

※サイン会は書籍ご購入であれば小中学生に限らず、何方でも参加でき 

ます 

（6）問 合 せ  TSUTAYA瀬戸店 ℡:0561-97-3655 

 

13 第1回瀬戸こども将棋大会 
（1）と  き  平成29年8月26日(土) PM0:00～受付 PM1:00対局開始 

（2）と こ ろ  瀬戸市文化センター文化交流館31会議室 

（3）資  格  小学生以下 

（4）ク ラ ス  A（小学2年生以下）、B（小学3･4年生）、C（小学5･6年生） 

（5）定  員  各クラス32名 

（6）参 加 費  500円 

（7）申込方法  はがき、FAX、ホームページに、①住所、②氏名、③電話番号、④学校

名・学年を記入。〒463-8522グリーンシティケーブルテレビ「瀬戸こど

も将棋大会」係、FAX052-798-6139、http://www.gctv.co.jp/ 

8月18日(金)必着。 

（8）表  彰  各クラス第三位までに賞状・賞品、第四位に賞品 

（9）主  催 瀬戸市文化振興財団 

（10）主  管 グリーンシティケーブルテレビ 

（11）協  賛 瀬戸商工会議所、瀬戸信用金庫 

（12）後  援 瀬戸市、瀬戸市教育委員会、日本将棋連盟東海普及連合会 

（13）協  力 日本将棋連盟瀬戸支部、株式会社囲碁将棋チャンネル 

（14）問 合 せ グリーンシティケーブルテレビ 電話0120-150-676 

 

14 善通寺杯将棋大会 
（1）と  き  平成29年8月27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） 

 

15 第4回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 
（1）と  き  平成29年8月27日(日) AM10:00～PM4:30 

（2）と こ ろ  豊橋市民センター6階多目的ホール 

        豊橋市松葉町2丁目63番地 

（3）資  格  小・中学校生徒と保護者（親、祖父母、伯叔父母）ペア 

（4）参 加 費  1組2,000円 

（5）主  催  豊橋ふれあい子ども将棋教室 

（6）協  力  日本将棋連盟豊橋支部 東三河支部 東愛知支部 蒲郡支部 
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（7）後  援  豊橋市 田原市 豊川市 蒲郡市 新城市 湖西市 各教育委員会 

        中日新聞社 東愛知新聞 東日新聞 エフエム豊橋 

豊橋ケーブルネットワーク ティーズ 

（7）問 合 せ  豊橋ふれあい子ども将棋教室 辻村隆介 電話090-1832-6170 

 

16 第14回愛知県支部連合会段位・級位獲得将棋大会 
（1）と  き  平成29年9月3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） 

名古屋市中区栄四丁目14-21 

（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 
 

17 今後の予定 
8月8日(火)～20日(日) 東山植物園夏休み将棋講座 

8月13日(日) 第12回東山植物園小・中学生将棋大会 

8月21日(月)～23日(水) 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 

8月23日(水) 名鉄百貨店日本の職人技まつり 

8月24日(木)～26日(土) 善通寺夏休みこども将棋講座 

8月26日(土) 浦野真彦八段 詰将棋講座＆サイン会 

8月26日(土) 第1回瀬戸こども将棋大会 

8月27日(日) 善通寺杯将棋大会 

8月27日(日) 第4回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 

9月3日(日) 第14回愛知県支部連合会段位・級位獲得将棋大会 

 

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 


