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1 5県から小牧陣中将棋大会に293名が集う 
12月24日(日)、小牧市南部コミュニティーセンター（ふらっとみなみ）にて、「第10回

小中学生第6回高校生小牧陣中将棋大会」が開催されました。    

平成21年8月8日にスタートし、毎年12月が恒例行事となってきました。小牧市では平成

25年が織田信長公による小牧山城築城450年の記念の年で小牧市・小牧市教育委員会主催

になり、平成29年は引き続き「こども夢・チャレンジ事業」実行委員会が主管し、開会式

には安藤教育長が駆けつけ挨拶をされました。 

大会選手293名、指導対局のみ参加10名、関係者スタッフ25名、引率教諭8名、引率家

族・見学者を加えると総勢650名の大盛会でした。段級別12クラス分けの将棋大会や、プ

ロ棋士派遣による平藤眞吾七段・中田章道七段・安用寺孝功六段・島本亮五段の計18面指

し指導将棋と、公認普及指導員による指導将棋コーナー、どうぶつ将棋・スタディー将

棋・立体四目パズル・囲碁のお遊びコーナーも人気でした。 

世話役の日本将棋連盟「あいち犬山小牧支部」の渋谷文博さんより、「支部の皆さんの

ボランティアと、将棋を愛し遠路小牧まで集う選手や保護者の皆さんの熱意で、盛大に開

催し無事終えることができました。将棋普及指導員の皆様、学校の顧問先生方、各地域の

道場・教室の世話役の皆様に対して、改めて感謝申し上げます。」と報告がありました。 

第6回高校生大会 

 優勝 準優勝 第三位 

A級（二段以上） 12名 瀬野 泰平 中嶋 郁 木村 野乃花 

B級（初段以下）   8名 大平 勇輝 岩岡 良香  

第10回小中学生大会 

 優勝 準優勝 第三位 

A級（二段以上） 18名 三浦 光葵 本田 竜大 
伊覇 逞 

宮堂 孔暉 

B級（初段～2級） 22名 前川 海里 安藤 拓穂 
山田 晃雅 

寺下 絆南 

C級（3～5級）  36名 加藤 慎士 中島 拓哉 
山田 佳明 

蓮田 幹太郎 

D級（6～8級）  28名 小田 彰吾 白井 亮太郎 
山田 康雅 

佐藤 克洋 

E級（9～11級）  30名                  冨士田 光志 赤塚 素歩 
牧野 永和 

柴田 純太 

F級（12～14級） 46名 遠藤 優汰 伊藤 佑透 
正親 直人 

服部 直毅 

G級（15～17級） 46名 落合 優朔 山本 英明 
鈴木 聖都 

遠藤 聡汰 

H級（18級以下） 47名 伊藤 侑輝 黒田 晴真 
鬼頭 潤也 

二宮 聡太 
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2 さなる杯第43回小学生将棋名人戦の愛知県代表は長澤魁さん 
1月14日(日)、佐鳴予備校新栄校にて、さな

る杯第43回小学生将棋名人戦愛知県大会を開

催しました。12月10日(日)に愛知県内の6会場

で開催した地区大会のベスト4が集まり、愛知

県代表を決定するものです。 

開会にあたり、協賛をいただいている株式

会社さなる名古屋総本部長の宮崎一行様から

参加者への激励の挨拶を頂戴しました。 

日本将棋連盟からは常務理事の脇謙二八段

と小林健二九段が出席し、保護者を対象とし

た講演会や大会参会者を対象とした指導対局

を行いました。 

何人かの選手は、棋士が「小学生離れしている」と驚くほどの実力の持ち主で、そんな

中、見事に優勝を飾ったのは、長澤魁さんでした。長澤さんは2年連続の愛知県代表です。

東日本大会、さらには決勝大会での活躍が大いに期待されます。 

この日は近くの会場で朝日杯将棋オープン戦の公開対局があり、羽生善治竜王や藤井聡

太四段が出場しました。その影響もあってか、交流戦の参加者は少数に止まりましたが、

毎週のように県内各所で将棋の大会やイベントが開催されるのは喜ばしいことです。 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

名人戦 

23名 

長澤 魁 

(幡山西小4) 

白木 大輔 

(幸小4) 

野村 櫂 

(森孝西小4) 

宮治 佑賢 

(甚目寺小5) 

交流戦高学年 

8名 

住吉 治志 

(脇之島小5) 

櫻井 皓太 

(石津小5) 

荒川 雄太 

(唐竹小6) 

松田 侑大 

(卯ノ里小5) 

交流戦低学年 

7名 

神野 来樹 

(南ヶ丘小2) 

竹下 航平 

(高田小2) 

山内 竜之介 

(牛川小3) 

坪井 絆 

(東志賀小1) 

 

3 東海アマ王位戦で稲葉聡さんが優勝 
中日新聞社・東海普及連合会共催の第26回東海アマチュア王位戦及び新春指し初め将棋

大会が1月7日(日)名古屋港湾会館にて開催されました。 

 上位入賞者は、以下のとおりです。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ王位戦 

56名 

稲葉 聡 

 (名古屋市守山区) 

井上 輝彦 

(瀬戸市) 

才田 大祐 

(名古屋市千種区) 

水谷 創 

(名古屋市北区) 

A級 

33名 

古野 知典 

(瀬戸市) 

山口 稀良莉 

(岐阜市) 

白木 大輔 

(豊橋市) 

B級 

35名 

山田 晃雅 

(春日井市) 

本庄 克行 

(名古屋市守山区) 

八田 勝友 

(新城市) 

C級 

24名 

永田 孝三 

(みよし市) 

澤本 環慈非 

(名古屋市天白区) 

華房 夕子 

(名古屋市西区) 

D級 

33名 

柴田 恭佑 

(日進市) 

牧野 永和 

(伊勢市) 

小田 彰吾 

(東海市) 

 



 3 

4 第76期A級順位戦最終局速報解説会 
（1）と  き  平成30年3月2日(金) PM5:00開場 PM6:00開会 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向い） 

（3）解説棋士  菅井竜也王位 中田章道七段 杉本昌隆七段 澤田真吾六段 

中澤沙耶女流初段 

（4）入 場 料  一般1,500円（1,200円）、女性・学生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）指導対局  PM1:00～5:00 

        指導料 一般2,000円、女性・中学生以下1,000円 

（6）主  催  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

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

 

5 第6回星空将棋合宿in信州・清水高原 
（1）と  き  平成30年3月25日(日)～3月27日(火) 2泊3日 

（2）と こ ろ  スカイランドきよみず 

長野県東筑摩郡山形村清水高原7598-97 

（3）参加棋士  佐藤康光九段 中山則男六段 村田顕弘六段 澤田真吾六段 

室谷由紀女流二段 中澤沙耶女流初段 

（4）定  員  Sクラス（奨励会を目指す方） 20名 

一般クラス（小中学生） 50名 

（5）参 加 費  Sクラス 55,000円 

一般クラス 35,000円 

（6）主  催  豊栄交通 

（7）共  催  トヨタエンタプライズ 

日本将棋連盟東海普及連合会・長野県支部連合会 

（8）後  援  中日新聞社 

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

 

6 東山動植物園春まつりよいこの将棋大会 
（1）と  き  平成30年3月25日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  東山動植物園 動物会館研修室 

（3）ク ラ ス  小学校4～6年、小学校3年以下 

（4）参 加 費  500円 

（5）主  催  中日新聞社 名古屋市東山総合公園 

（6）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 

（7）問 合 せ  棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

7 栄将棋教室春休み子ども将棋講座〈Sクラス〉 
（1）と  き  平成30年3月28日(水)～3月30日(金) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）講  師  竹内貴浩四段 

        ゲスト棋士 糸谷哲郎八段 西川和宏六段 

（4）対 象 者  奨励会、研修会等を目標とする小中高生 

（5）定  員  40名（先着順） 

（6）参 加 費  10,000円（弁当付、棋書を含む） 
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（7）申込方法  ①氏名（ふりがな）、②学校・学年、③住所・電話番号をメール 

（kartracer@pdx.ne.jp）またはFAX（052-264-0655）で。 

（8）主  催  栄将棋教室 代表 中山則男六段 

（9）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 中部学生将棋連盟 

（10）問 合 せ 棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

8 今後の予定 
2月18日(日) 名古屋城こども王位戦予選大会（小学校4年以下） 

2月25日(日) 名古屋城こども王位戦予選大会（中学校3年～小学校5年） 

3月2日(金) 第76期A級順位戦最終局速報解説会 

3月18日(日) 名古屋市児童館講師団会議 

3月24日(土) 名古屋城こども王位戦決勝大会 

3月25日(日)～27日(火) 第6回星空将棋合宿in信州・清水高原 

3月25日(日) 東山動植物園春まつりよいこの将棋大会 

3月28日(水)～30日(金) 栄将棋教室春休み子ども将棋講座〈Sクラス〉 

4月1日(日) 将棋指導員資格審査 

4月2日(月) 第2回中部オール学生団体戦 

 

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 


