
 1 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

日本将棋連盟                             2018.8 

No.282 

 

 

顧問 中田 章道 七段              発行責任者 山中 利夫 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

 

1 第14回文科杯中学校将棋団体戦愛知県大会 
最近の将棋フィーバーは文部科学大臣杯に

も押し寄せました。今年から中日新聞社の協

力で北館4Fホールを借りて開催することにな

りました。 

従前は昼食の問題で大会参加の皆さんに不

便をかけてきましたが、会場の変更により食

事は会場内でとれるようになりました。 

しかし、参加チームの増大は飛躍的で、実

施にあたって小学校の部、中学校の部を別の

日程に設定して取り組みましたが、小学校の

部では選手90名に父兄約150名、そして今回7

月7日(土)の中学校の部は選手201名、付き添

いの先生方約30名と予想を超える来場者に受

付を制限しながらのスタートとなりました。 

このため、開会式、組み合わせ抽選を終え、

大会開始をできたのは午前11時前でした。こ

のような状況でも選手の皆さん、付き添いの

先生方の協力で午後4時30分ごろにはすべての

対局を終えることができました。 

日本将棋連盟から藤原直哉七段に来ていた

だき、早く対局が終了した生徒の皆さんに指

導対局をお願いしました。チームメンバー相

談の指導対局も含めて40組の皆さんに丁寧な

指導をしていただきました。 

藤原七段には、大会開始前に対局時計のチェック、対局終了後の将棋に対する解説指導、

賞状及び賞品の授与まで進んでやっていただきました。これには、感謝はもちろんですが

スタッフ一同驚きの一語でした。 

大会の上位入賞チームは以下の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

中学校 

67チーム 

東海中A 

渡邊 康正 

井口 雅輝 

塚原 翼 

豊橋市立豊城中B 

加藤 優汰 

都筑 零 

太田 祥亘 

名古屋市立神沢中 

手塚 亮佑 

三木 寿人 

古澤 悠 

東海中B 

山田 佳明 

蓮田 幹太郎 

大島 圭一郎 

名古屋大学教育学部附属中 

大田 暖乃 

大林 賢生 

南 京佑 

豊橋市立豊城中A 

加藤 啓汰 

柘植 友朗 

高田 響 
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2 第2回イオンモール杯将棋王決定戦 

7月22日(日)、第2回イオンモール杯将棋王

決定戦が開催されました。昨年から始まった

本大会は、今年からいよいよ本格的なこども

将棋全国大会として開催されることとなりま

した。 

会場はイオンモールの提案で、名古屋から

約1時間の常滑イオンになりました。イオンモ

ール杯将棋王決定戦中部エリア地区大会、交

流戦低学年、交流戦高学年の3クラスで、事前

申し込み制で募集がされました。 

運営を担当する将棋連盟は会場が名古屋か

ら離れていることを心配していましたが、定員の210名はきっちりと埋まりました。 

もちろん指導対局をお願いする棋士もイオン側に要請して、久保利明王将、都成竜馬五

段、池永天志四段、村田智穂女流二段、室田伊緒女流二段、長谷川優貴女流二段、中澤沙

耶女流初段の7名、将棋大会審判長に中山則男六段という体制を用意しました。 

各クラスの上位入賞者は以下の通りです。優勝者から第三位までに賞状、賞品、色紙が

イオン常滑から手渡されました。 

なお、久保王将以下棋士7名による指導対局は、98名の参加者がプロの棋士の丁寧な指

導を受ける貴重な機会となりました。 

 優勝 準優勝 第三位 

代表決定戦 

34名 
白木 大輔 野村 櫂 

山口 修生 

梶川 宗生 

交流戦高学年 

61名 
櫛田 征志 林 勇颯 

冨士田 光志 

山中 惇史 

交流戦低学年 

92名 
安永 悠太 山田 漣 

田本 健晴 

赤塚 素歩 

 

3 今年も駒ヶ根将棋合宿に41名参加 
7月14日～16日、今年も海の日を含む三連休に何故か長野県駒ケ根市のすずらん荘で将

棋合宿です。近くに駒ヶ岳があり、ロープウエイ、温泉施設、天台宗光前寺などがありま

す。長野県飯田市、岐阜県加子母、岐阜県東白川そして長野県駒ケ根と20年以上にわたっ

て2泊3日の将棋合宿を東海普及連合会中山則男六段とともに開催し続けています。 

今年の参加者は女性6名を含む41名で、15日(日)の中山則男杯、三日間それぞれ開催の

早指しトーナメントで、将棋三昧の日々だったと思います。 

 優勝 準優勝 第三位 

中山則男杯 
A級 才田 大祐 柴原 文裕 竹内 昊平 

B級 脇坂 慶子 柴田 重蔵 加太 義暁 

早指しトーナメント 

14日A級 才田 大祐 柴原 文裕 冨増 将斗 

14日B級 後藤 明和 稲本 勝 池田 和久 

15日A級 秦 誠一郎 福島 隆夫 柴原 文裕 

15日B級 加太 義暁 木村 朝一 伊藤 靖夫 

16日A級 才田 大祐 柴原 文裕 竹内 昊平 

16日B級 伊藤 靖夫 稲本  勝 後藤 明和 
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4 愛知県武道館で親子ふれあい将棋講座 
前夜が太平洋岸を西進するという前代未聞の台風12号のため、主催者である愛知県武道

館が午前の部の申込者に午前の中止と午後への振り替えを連絡する対応を取りました。 

7月29日(日)、参加者は少し減ったものの午後の部には8組17名の参加があり、中澤沙耶

女流初段も丁寧な指導を行いました。このため、午後3時を午後4時まで延長して親子の指

導に当たり、またルールを知らないお母さんたちには初心者指導を丁寧に行いました。 

参加者の感想も「落ち着いた環境で将棋が指せて、これからますます将棋を指してみた

い」とのことでした。また、初めて将棋の駒に触れたお母さんたちも「これから少しずつ

将棋を指してみよう」と言っていました。 

主催者の取り計らいで全員の記念写真も撮って、皆さん大変楽しそうでした。 

 

5 アマ名人戦愛知県代表に大村和隆さんと稲葉聡さん 
第72回全日本アマチュア将棋名人戦愛知県大会が、7月21日(土)に中日新聞社にて153名

の参加で開催されました。上位入賞者は次の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

アマ名人戦 

54名 

大村 和隆 

(名古屋市瑞穂区) 

杉野 友輔 

(名古屋市西区) 

 

稲葉 聡 

(名古屋市守山区) 

村山 周平 

(みよし市) 

 

中日杯A級 

38名 

前川 海里 

(四日市市) 

古河 広文 

(岐阜市) 

安藤 拓穂 

(稲沢市) 

中日杯B級 

20名 

熊澤 柊志 

(名古屋市北区) 

竹下 航平 

(名古屋市瑞穂区) 

本庄 克行 

(名古屋市西区) 

中日杯C級 

26名 

後藤 安寿 

(名古屋市緑区) 

柳 直大 

(名古屋市天白区) 

櫛田 征志 

(名古屋市西区) 

中日杯D級 

15名 

太田 周作 

(東海市) 

加納 歩人 

(名古屋市名東区) 

太田 匠 

(名古屋市瑞穂区) 

 

6 高校竜王戦愛知県代表に瀬野さん 
 第31回全国高等学校将棋竜王戦愛知県大会が、7月22日(日)名城大学にて153名の参加で

開催されました。昨年は惜しくも準優勝だった瀬野さんが県代表の座を獲得しました。 

優勝 準優勝 第三位 

瀬野 泰平 

(愛工大名電高2年) 

水谷 悠人 

(豊田西高2年) 

亀山 凌 

(愛工大名電高1年) 

木村 野々花 

(津島高3年) 

 

7 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 
（1）と  き  平成30年8月20日(月)～22日(水) AM10:00～PM3:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）定  員  40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 船江恒平六段 鈴木肇 
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（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  棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

8 善通寺夏休みこども将棋講座 
（1）と  き  平成30年8月23日(木)～25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17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 

 

9 善通寺杯将棋大会 
（1）と  き  平成30年8月26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） 

 

10 第15回愛知県支部連合会段位・級位獲得将棋大会 
（1）と  き  平成30年9月2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） 

（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 

 

11 今後の予定 
8月20日(月)～22日(水) 栄将棋教室夏休み将棋講座〈Sクラス〉 

8月23日(木)～25日(土) 善通寺夏休みこども将棋講座 

8月26日(日) 善通寺杯将棋大会 

8月30日(木) いこまい将棋大会 

9月2日(日) 第15回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 

9月9日(日) 将棋フェスティバルinプライムツリー赤池 

9月24日(月) 第4回クローバーTV囲碁・将棋大会 

9月30日(日) 第4回将棋文化検定 
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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 


