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1 豊島将之王位・棋聖を祝う会に320名が参加 
愛知県一宮市出身で将棋界のトップ棋士の

一人である豊島将之王位・棋聖を祝う会が、

11月4日(日)名古屋国際ホテルにて開催されま

した。 

豊島王位・棋聖は幼少時を愛知県一宮市で

過ごし、関西に移住後は桐山清澄九段に師事

し2007年4月にプロ棋士になりました。 

その後も尾張一宮支部（神田和徳支部長）

とのつながりを大切にされ、夏の東山植物園

の将棋イベントにも毎年顔を出すなど東海地

方の将棋の普及にも大きく貢献していただく

棋士の一人でした。 

その実力は周知のとおりですが、2018年7月に羽生善治棋聖に勝利して棋聖位を獲得し

ました。東海地方の県支部連合会と尾張一宮支部の呼びかけでお祝い会を準備している最

中、9月に菅井竜也王位からタイトルを奪取して群雄割拠に終止符の二冠に輝きました。 

当日の指導対局は、浦野真彦八段、矢倉規広七段、中田章道七段、澤田真吾六段、竹内

貴浩四段の皆さんにご協力いただきました。 

午後5時からの祝う会には北海道、九州など全国から若い女性が多く参加され、数年前

の将棋界とは別世界のような変わりようです。 

会を準備した将棋関係者を代表して佐藤康光日本将棋連盟会長の挨拶後、来賓の挨拶と

して豊島王位・棋聖の出身地の中野正康一宮市長、王位戦主催紙の中日新聞社の大島宇一

郎代表取締役社長、そして遠路帰名して駆けつけられた大村秀章愛知県知事からお祝いの

言葉をいただきました。 

今回は参加者の皆さんの要望を先取りして、棋譜解説などに代えて豊島王位・棋聖との

写真撮影、握手会を中心に構成しました。これは女性の参加者が非常に多かったこともあ

り、概ね好評だったと思います。 

なお、2018年9月1日に一宮市市制97周年記念式典での一宮市からの豊島王位・棋聖への

感謝状（棋聖位獲得に対する文化功労の意）が中野一宮市長から手渡されました。 

 

2 ねんりんピック富山2018 
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31回全国健康福

祉祭とやま大会」が11月3日から3日間開催され、富山県内15市町村の会場で過去最多の27

種目が一斉に実施されました。 

将棋交流大会は、小矢部市クロスランドおやべメインホール・セレナホールで、64チー

ム191名が参加して開催されました。審判長には中村修九段、副審判長には杉本昌隆七段、

村田顕弘六段、室田伊緒女流二段の合計4名のプロ棋士が来場、席上対局や指導対局にあ

たりました。 
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特別表彰の最高齢者賞は、新潟市から参加

された林稔さん91歳が受賞、高齢者賞は千葉

市から参加された金子逸男さん86歳ら3名でし

た。 

 さて名古屋市チーム（坂本立秋さん・栗田

平男さん・多岐秀樹さん）の成績は、団体予

選リーグをまさかの全員全敗で予選落ちを喫

しました。 

翌日は気持ちを切り替え3人とも個人戦に臨

み、坂本さんは1回戦を突破するも2回戦で惜

しくも敗れ銅メタルを逃がしました。他の2人

は持ち時間いっぱい頑張るも日頃の練習成果を出し切れず1回戦で苦敗しました。 

（参考）近隣3県の成績 

愛知県：団体戦予選通過するも、決勝トーナメント1回戦で敗退する。 

岐阜県：団体戦予選通過するも、決勝トーナメント1回戦で敗退する。 

三重県：団体戦予選落ち、個人戦では3人とも善戦するも全員苦杯する。 

名古屋市付添役員 山中利夫 

 

3 和丘祭・縁台将棋大会 
11月11日(日)、愛知東邦大学にて、和丘

祭・縁台将棋大会が開催され、62名の参加が

ありました。 

また、村田智弘六段と今井絢奨励会員の指

導対局には34名の参加がありました。 

上位入賞者は次のとおりです。 

 

 

 

 

 優勝 準優勝 第三位 

有段者 

10名 

野村 櫂 

(と金) 

安藤 拓穂 

(稲沢市) 

山田 晃雅 

(春日井市) 

高学年 

18名 

鬼頭 直寛 

(と金) 

山田 悠晴 

(と金) 

伊藤 侑透 

(瀬戸市) 

低学年 

20名 

竹下 航平 

(と金) 

櫛田 征志 

(西区) 

鈴木 遥悟 

(長久手市) 

初級 

14名 

豊田 一心 

(尾張旭市) 

岡本 拓真 

(と金) 

篠原 凛灯 

(瀬戸市) 

 

4 蒲郡発！港の見える会場からの熱戦譜 
第32回蒲郡ふれあい将棋名人戦が11月25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ます。窓辺に寄れば美しい三河湾も一望

でき穏やかな景観に心が和みます。 

 さて、最近はレベルがあがってきました。見ごたえのある醍醐味を味わうことができま

す。Cクラスはご年配の方もかなり参加され、持ち時間を忘れ三味線を交えての微笑まし
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い光景もあります。Aクラスは予選から持ち時

間をフルに使い、切れるか切れないかの緊張

感あふれる真剣な戦いは観戦者にもひしと伝

わってきます。「あっ……」頭を抱えます、

時間切れです。また僅かなミスでも勝敗に直

結します。BクラスはAクラスとCクラスを合体

させたようなところがあり、「あの手のほう

がよかったのに」と思わず声がでそうな盤面、

逆転につぐ逆転で観戦者をハラハラドキドキ

させます。「どうだ！」という一手のパホー

マンスの後、読み間違いに気づき逆転。応援

にこられたご家族の方たちも固唾を呑んで見守っていました。勝った瞬間、喜びに手を叩

く姿もありました。当事者も観戦者も融合した感動劇は将棋ならではの特色でしょうか。 

来年は元号が変わります。新しい年の最初の大会は5月第4日曜日の開催予定ですが、心

機一転、魅力ある大会にしたいと今からわくわくしています。 

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 第四位 

Aクラス 

14名 

高見澤 勝利 

(刈谷市) 

冨増 将斗 

(名張市) 

川合 秀知 

(岡崎市) 

中村 康夫 

(豊川市) 

Bクラス 

11名 

鷹野 淳 

(磐田市) 

星野 好則 

(蒲郡市) 

梅田 涼汰 

(蒲郡市) 

浅井 良一 

(蒲郡市) 

Cクラス 

24名 

杉浦 章夫 

(西尾市) 

布藤 忍 

(蒲郡市) 

水山 健一 

(蒲郡市) 

山﨑 哲大 

(幸田町) 

 

5 蒲郡発！小中学校文化の日将棋講座 
今年も「文化の日将棋講座」の季節がやっ

てきました。市内6校（小学1、中学5）から講

師派遣依頼がありましたが開催日が重なり、

講師不足が原因で4校（中部中学11.1西部小学

11.3三谷中学11.8大塚中学11.10）に参りまし

た。最近は土日ではなく普通の日になりつつ

あります。 

将棋指導員の麻生照夫氏、当支部の指導者

村田登喜雄氏に協力をいただきました。毎年 

感じることですが受講生の態度がよいこと、

また、明るく溌剌としていることです。講義は冒頭から受け狙いの挨拶で「こんにちは、

じっちゃんトリオで参りました」と始めたのですが、正にそのとおりのじっちゃんでした

ので受けは空振りに終わりました。残念！ 

毎年、新鮮な講義内容に心がけていますがネタギレでヒクヒクです。結局、みなさんに

受けたのは「将棋のルーツは古代インドの遊びチャトランガ」であること、また日本の天

竺大将棋や大局将棋などの古将棋の解説でした。 

後日、生徒のみなさんから心温まるお礼の手紙が届きます。これこそ私たちにとって普

及活動への励みになり、唯一の宝物にもなるのです。 

蒲郡支部・棋道師範 小田賢一 
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6 第11回小中学生第7回高校生小牧陣中将棋大会 
（1）と  き  平成30年12月24日(月) 

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･G（13級～）、H（17級～） 

高校生 A（二段以上）、B（初段～）、C（3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）問 合 せ  渋谷文博 電話090-1277-2626 

 

7 第1回熱田こども将棋大会 
（1）と  き  平成31年1月12日(土) 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1回熱田こども将棋大会」係へ。12月26日

(火)必着 

（7）参加棋士  斎藤慎太郎王座 杉本昌隆七段 澤田真吾六段 中山則男六段 

竹内貴浩四段 室田伊緒女流二段 谷口由紀女流二段 

中澤沙耶女流初段 脇田菜々子女流2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 愛知県・同教育委員会 名古屋市・同教育委員会 

 

8 さなる杯第44回小学生将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  平成31年1月20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44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）参加棋士  森下卓九段 

（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 
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9 第48回全国支部将棋対抗戦（団体戦・個人戦）愛知県大会 
（1）と  き  平成31年2月3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  団体戦 愛知県の支部会員、三段以下 

個人戦 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  団体戦 1チーム6,000円 

個人戦 2,000円 

一般戦A・B   1,000円 

（5）申込方法  団体戦は所属支部を通じて1月31日(木)までに。 

        個人戦は2月1日(金)までに。 

（6）表  彰  団体戦代表1チーム、個人戦代表1名は平成31年4月19日(金)～21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  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26回全国シニア将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  平成31年2月3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31年1月1日現在60歳以上であること 

愛知県の支部会員及び愛知県が居住地の個人会員 

（4）参 加 費  2,000円 

（5）申込方法  所属支部を通じて1月31日(木)までに。 

（6）表  彰  代表1名は平成31年4月19日(金)～21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  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24日(日) 第11回小中学生第7回高校生小牧陣中将棋大会 

1月12日(土) 第1回熱田こども将棋大会 

1月20日(日) さなる杯第44回小学生将棋名人戦愛知県大会 

1月27日(日) 将棋指導者講習会 

2月3日(日) 日本将棋連盟愛知県支部連合会総会 

2月3日(日) 第48回全国支部将棋対抗戦（団体戦・個人戦）愛知県大会 

2月3日(日) 第26回全国シニア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 


