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1 第102回一宮市民将棋大会 
11月5日(日)、「一宮市民将棋大会」を開催

しました。 本大会は年2回、6月と11月の第一

日曜日に開催しており、第1回の開催から51年、

年々盛んになり、この度は参加者に制限をか

ける結果となりました。 

171名の参加者が「一般の部」、「女性の

部」、「小学生の部」に分かれて礼儀正しく

熱戦を行いました。 

ゲスト棋士に阿部隆八段と畠山成幸八段を

お迎えし、希望者全員が一人一人、二人の棋

士と一緒に記念撮影し、帰りには写真を持ち

帰って頂き、大変喜ばれております。 

また指導対局に30名が参加、先生から丁寧な指導を受け、いつものように楽しく将棋大

会を終えることが出来ました。 

棋道指導員 神田和徳 

 4戦全勝 

Aクラス 32名 藤田 泰生 高橋 好史 － 

Bクラス 32名 芳村 滋 井口 雅輝 － 

Cクラス 48名 住吉 治志 木村 敏幸 長野 哲生 

 

 優勝 準優勝 第三位 

女性の部 

11名 
高橋 香代 墨 真由美 加藤 光子 

小学5･6年 

16名 

福山 宙明 

(一宮市千秋南小5) 

遠藤 優汰 

(多治見市立根本小6) 

牧野 永和 

(伊勢市立有絹小5) 

小学3･4年 

16名 

佐々 奏太 

(名古屋市立東志賀小4) 

有馬 尚輝 

(長久手市立長久手東小4) 

髙橋 昂樹 

(浜松市立浜名小4) 

小学1･2年 

16名 

小島 瑞葵 

(愛知教育大学附属小1) 

林 遼河 

(北名古屋市立白木小2) 

水井 琢磨 

(一宮市立冨士小1) 

 

2 ナゴヤハウジングセンター日進梅森会場親子ふれあい将棋講座 
ハウジングセンターでの将棋企画は本当に久しぶりでしたが、藤井ブームの影響もあっ

て、11月4日(土)、ナゴヤハウジングセンター日進梅森会場で親子ふれあい将棋講座を開

催しました。参加棋士は澤田真吾六段及び中澤女流初段のお二人でした。 

当日は風が少し強くて肌寒い日でしたが、指導対局は室内で午前中の部は19名の申し込

みがあり全員に受けていただきました。その後、屋外のステージでの澤田六段と中澤女流

二段のトークショウには約40名の参加があり、参加者からの質問も出て大変楽しいひと時
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でした。午後は、指導対局12名、トークショウ20名ほどでした。 

やはり買い物客で賑わう大型スーパーでの開催とは異なり、流れで参加とはいかない難

しさがありました。しかし、当日京都から駆け付けたという澤田六段の熱狂的なファンの

参加もあり、最後が写真撮影の連続でなかなか終われないほどでした。 

 

3 蒲郡発！港の見える会場からの熱戦譜 
第30回蒲郡ふれあい将棋名人戦が11月26日(日)に蒲郡市三谷公民館で開催されました。 

この会場は三谷漁港が目の前に広がる海辺の町にあります。また会場から車で5、6分の

ところにはラグーナテンボスがあり、一日中楽しめるイベントが目白押しで多くのお客様

で賑わいを見せています。 

さて、今回の大会はやはり藤井聡太四段の大活躍の影響でしょうか、多くの参加者で急

きょ第二会場を設ける異例の措置となりました。 

予選から大熱戦が続き、決勝トーナメント

に入ったときには皆が戦闘モード、凛々しい

姿が緊張感に拍車をかけます。一日中目が回

る忙しさでしたが、そんな中でも「勝った

～」と両手をあげ声を張り上げ喜ぶ後方に笑

みを浮かべる親御さんの手を叩く姿が特に印

象的でした。「今回はだめだったがのん来年

もよろしく」と常連の年配者から声をかけて

くれた時は温かみを感じました。 

次の皆さんが入賞されました。 

棋道師範 小田賢一 

 優勝 準優勝 第三位 敢闘賞 

Aクラス 

16名 

谷口 博一 

(幸田町) 

川合 秀知 

(岡崎市) 

冨増 将斗 

(名張市) 

若原 達也 

(豊橋市) 

Bクラス 

14名 

山本 利勝 

(蒲郡市) 

鷹野 淳 

(磐田市) 

竹内 僚 

(岡崎市) 

田中 大地 

(蒲郡市) 

Cクラス 

32名 

梅田 涼汰 

(蒲郡市) 

竹内 滉 

(岡崎市) 

今泉 拓己 

(蒲郡市) 

白栁 祐一 

(蒲郡市) 

 

4 西尾将棋大会 

日本将棋連盟西尾支部主催による将棋大会

が11月19日(日)、西尾市鶴城ふれあいセンタ

ーで行われました（後援 中日新聞社、美容室

グラシアス）。 

参加数は前回より5名増えて48名でした。増

えた理由として将棋ブームもあげられますが､

他の将棋クラブとの連携が功を奏したと思い

ます。小学生の部では、前回15名→今回24名

とのび、大人の部でも24名中9名が小･中学生

でした。 

ちびっこが活躍する中、A･B･C級ではベテランや若手が優勝を飾っています。大人の参

加数が減少気味でしたので、今後の課題となりました。入賞者は以下の通りです。 

日本将棋連盟西尾支部 大阪徹二 
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 優勝 準優勝 第三位 

A級 

8名 

鈴木 洋三 

(半田市) 

下田 寿桃 

(岡崎市) 

沢田 光 

(豊田市) 

B級 

6名 

髙市 哲志 

(西尾市) 

内藤 祐陽 

(西尾市) 

小出 峻也 

(幸田町) 

C級 

10名 

本村 光男 

(半田市) 

久野 武史 

(西尾市) 

竹内 滉 

(岡崎市) 

小学生 

24名 

冨士田 光志 

(安城市) 

岡田 桜大 

(西尾市) 

佐藤 航 

(岡崎市) 

 

5 蒲郡発！中学校文化の日将棋講座 
毎年、市教育委員会から「中学校文化の日

将棋講座」の依頼があります。最近は開催日

がまちまちで今年は3校（三谷中学校、西浦中

学校、塩津中学校）うち11月2日(木)の塩津中

学校の模様をご紹介させていただきます。 

受講生30名と最近には珍しく多い数、普及

指導員の麻生照夫さん、かつて将棋コーチを

されていた村田登喜雄さんにもお願いして3名

で参りました。 

講座は2時間、将棋の歴史を30分ほど話し、

残り時間は多面指しを行いました。女生徒が4名いて実に華やいだ明るい雰囲気で笑い声

が絶えませんでした。毎年将棋の歴史の話は一味違った内容に心掛けていますが、いよい

よネタ切れ、苦肉の策で現在大活躍をしている藤井聡太四段のお面を被って話したところ

受けました。生徒のみなさんからみれば「じっちゃんトリオ」、話を合わせてくれていた

のかもしれませんが自ら先に笑ってしまったこと恥ずかしく思い出されます。 

後日、生徒の皆さんから感想文が届きます。「将棋の歴史を知ることができて楽しかっ

たです」「将棋の奥深さを感じました」「将棋にすごく興味を持ちました」など、それが

私たちの喜びであり宝物です。 

蒲郡支部 棋道師範 小田賢一 

 

6 さなる杯第43回小学生将棋名人戦愛知県大会地区大会 
（1）と  き  平成29年12月10日(日) AM9:00～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  豊橋会場  さなる豊橋本部校 

豊橋市駅前大通3-50-2 電話0532-55-0110 

岡崎会場  さなる東岡崎駅前校 

岡崎市吹矢町2-1 電話0564-66-0555 

刈谷会場  さなる刈谷本部校 

刈谷市南桜町2-58-2 電話0566-24-7555 

名古屋会場 さなる名古屋新栄校 

名古屋市中区葵1-22-13 電話052-933-1001 

一宮会場  さなる一宮本部校 

一宮市八幡2-4-3 電話0586-46-5041 

        豊田会場  さなる豊田本部校 

              豊田市西町5-13 電話0565-35-1101 
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（3）内  容  第43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）参加棋士  豊橋会場  神谷広志八段 近藤正和六段 

岡崎会場  畠山成幸八段 平藤眞吾七段 

刈谷会場  東和男八段 北浜健介八段 

名古屋会場 神崎健二段 横山泰明六段 

        一宮会場  中田章道七段 増田裕司六段 

        豊田会場  杉本昌隆七段 宮本広志五段 

（7）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（8）協  賛  株式会社さなる 

（9）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 

（10）協  力 日本将棋連盟 日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

7 第10回小中学生第6回高校生小牧陣中将棋大会 
（1）と  き  平成29年12月24日(日) 

小中学生 AM10:00～受付 AM10:30対局開始 

高校生 PM1:20～受付 PM1:40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～）、F（12級～）、G（15級～）、H（18級～） 

高校生 A（二段以上）、B（初段～2級）、C（3級～）、D（6級～） 

（4）参 加 費  A～G 500円、H 300円 

（5）主  催  小牧市 小牧市教育委員会 

（6）後  援  愛知県教育委員会 小牧商工会議所 ふらっとみなみ運営協議会 

        日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（7）問 合 せ  棋道指導員 渋谷文博 電話090-1277-2626 

 

8 第26回東海アマチュア将棋王位戦・新春指し初め将棋大会 
（1）と  き  平成30年1月7日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館2階第1会議室 

（3）ク ラ ス  東海アマチュア将棋王位戦 

新春指し初め将棋大会 A級（有段者）、B級（1～3級）、 

C級（4級以下）、D級（7級以下の小中学生） 

（4）参 加 費  大人3,000円（2,500円）、大学生2,000円（1,600円） 

女性・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  東海アマチュア将棋王位戦：優勝者に称号・板谷賞（黄楊盛上駒） 

        新春指し初め将棋大会：各級5戦全勝、4勝1敗、3勝2敗に賞 

（6）指導対局  竹内貴浩四段 中澤沙耶女流初段 大会参加者対象・無料 

（7）抽 選 会  一等 卓上本榧1寸盤（3名） 二等 卓上1寸盤（3名） 

三等 将棋カレンダー（10名） 
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（8）主  催  中日新聞社 日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

9 第47回全国支部将棋対抗戦・支部名人戦愛知県大会 
（1）と  き  平成30年2月4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  支部将棋対抗戦 愛知県の支部会員、三段以下 

支部将棋名人戦 愛知県の支部会員及び愛知県が居住地の個人会員 

一般戦A・B   誰でも参加できます。 

（4）参 加 費  支部将棋対抗戦 1チーム6,000円 

支部将棋名人戦 2,000円 

一般戦A・B   1,000円 

（5）申込方法  支部将棋対抗戦は所属支部を通じて1月31日(火)までに。 

        支部名人戦は当日受付。 

（6）表  彰  支部将棋対抗戦代表1チーム、支部将棋名人戦代表1名は平成30年4月20

日(金)～22日(日)にザマーカススクエア神戸で開催される西地区大会に

出場。 

（7）主  催  中日新聞社 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 

 

10 第25回全国シニア将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  平成30年2月4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  平成30年1月1日現在60歳以上であること 

        日本将棋連盟支部会員または個人会員であること 

        棋士・元棋士でないこと 

        所属支部の所在地が愛知県内にあること 

（4）参 加 費  2,000円 

（5）申込方法  所属支部を通じて1月31日(火)までに。 

（6）表  彰  代表1名は平成30年4月20日(金)～22日(日)にザマーカススクエア神戸で

開催される西地区大会に出場。 

前年度愛知県代表は代表資格がありません。 

（7）主  催  中日新聞社 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 

 

11 今後の予定 
12月10日(日) さなる杯第43回小学生将棋名人戦愛知県大会地区大会 

12月23日(土) 日本将棋連盟将棋指導者講習会 

12月23日(土) 第1回ミクスネットワーク杯将棋大会 

12月24日(日) 第10回小中学生第6回高校生小牧陣中将棋大会 

1月7日(日) 第26回東海アマチュア将棋王位戦・新春指し初め将棋大会 

2月4日(日) 第47回全国支部将棋対抗戦・支部名人戦愛知県大会 

2月4日(日) 第25回全国シニア将棋名人戦愛知県大会 
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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 


