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1 豊田自動織機杯こども将棋大会に300名が参加 
昨年は「名古屋ふれあい将棋フェスタIn松坂屋名古屋店」として、4月及び8月に開催さ

れたこども将棋大会、プロ棋士指導対局、トークショーなどの将棋イベントのうち、こど

も将棋大会は、豊田自動織機杯として8月1日(木)に開催されました。 

当日は参加者の父兄も含め約700名が松坂屋名古屋店8Fホールに詰めかけましたが、最

近は大会受付から大会開始などきわめてスムーズな進行が定着しつつあります。こどもた

ちや父兄の皆さんが将棋大会に慣れて、理解が深まったのではないかと感じています。 

午前中は、大会審判長の中山則男六段のあいさつの後、熱戦を開始しました。昨年の大

会以上に気を配ったのは、大会の途中敗退者の対応です。大学生のスタッフを増やし、途

中敗退者との対局指導にあてました。 

もちろん、杉本昌隆八段、中山則男六段、竹内貴浩四段、谷口由紀女流二段の皆さんに

は、指導対局をフル回転で頑張ってもらいました。 

午後3時から各学年6クラスの上位入賞者に、協賛社の㈱豊田自動織機の役員の方から賞

状と賞品が手渡され、その後、記念撮影を行いました。 

最後は、井上亜紀さんの司会による杉本昌隆八段、中山則男六段、谷口由紀女流二段の

トークショーです。夕方なので参加者は減りましたが、トークショーを目当てに訪れる参

加者もあり最後まで将棋を楽しんでもらいました。 

大学生スタッフの将棋指導は最後まで実施しましたので、熱心な参加者は相当な局数が

指せたと思います。 

小学校の学年別大会ということもあり、他の地域ではあまりないきめ細かい大会ゆえに、

かなり遠方からの参加者もありました。 

各クラスの上位入賞者は以下の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

小学6年 
谷内 颯志朗 

(川崎市･森村小) 

白井 亮太郎 

(豊橋市･旭小) 

前川 海里 

(四日市市･楠小) 

小学5年 
村松 勇亮 

(浜松市･内野小) 

永山 虎太郎 

(池田町･養基小) 

林 航海 

(安城市･桜町小) 

小学4年 
華房 慶大 

(名古屋市･なごや小) 

奥村 栞吉 

(春日井市･石尾台小) 

大草 歩睦 

(名古屋市･自由ヶ丘小) 

小学3年 
島津 蒼大 

(東京都･柴又小) 

伊藤 誇吾 

(海津市･今尾小) 

鈴木 佑一 

(浜松市･県居小) 

小学2年 
中西 一稀 

(明石市･明石小) 

宮地 勇翔 

(名古屋市･守山小) 

坂井 快行 

(小牧市･小牧南小) 

小学1年

以下 

黒田 晴真 

(名古屋市･小幡北小) 

山田 桜斗 

(岡崎市･まこと幼稚園) 

川角 祐希 

(小牧市･北里小) 
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2 第3回名古屋城こども王位戦予選大会に全国から参加 
今年で3回目となるこの大会は、小学1年以

下から中学3年の学年別将棋大会として定着し、

着実に人気を拡大させています。また、上位

入賞者の決勝大会が、名古屋城本丸御殿にて

開催され、さらには各クラス優勝者には、藤

井聡太七段の指導対局というご褒美がありま

す。 

お盆の始まりの土曜日という将棋大会の開

催日としてはあまりよくない日程ですが、そ

れでも1,000名を超える申し込みがあり、当日

は855名の参加がありました。 

午前9時30分から小学1年以下～3年、午後2

時から小学4年～中学3年に分けて実施、開会式には河村たかし名古屋市長も駆けつけ、い

つもの河村節で参加者に激励の言葉をかけていただきました。 

参加の棋士は、杉本昌隆八段、大石直嗣七段、村田顕弘六段、澤田真吾六段、西川和宏

六段、宮本広志五段、都成竜馬五段、西田拓也四段、中山則男六段、竹内貴浩四段、室田

伊緒女流二段、里見咲紀女流初段、中澤沙耶女流初段、北村桂香女流初段、藤井奈々女流

1級の15名の皆さんで、午前及び午後にわたり精力的に指導対局を行いました。運営のス

ムーズさも相まって、午前233名、午後250名の合計483名という記録的数字となりました。 

なお、各クラス2名の上位入賞者は、11月10日(日)名古屋城本丸御殿で開催される決勝

大会に参加することになります。決勝大会には日本将棋連盟会長の佐藤康光九段、藤井聡

太七段の参加が予定されています。 

予選大会の上位入賞者は、以下の通りです。 

 決勝大会進出者 第三位 第四位 

中学3年 

24名 

内山 あや 

(東京都品川区) 

福田 駿也 

(刈谷市) 

田口 晃士 

(名古屋市) 

近藤 千尋 

(東京都江東区) 

中学2年 

36名 

緒方 惟月 

(弥富市) 

宮堂 孔暉 

(岐阜県養老町) 

小山 潤矢 

(豊橋市) 

板津 瑛士 

(美濃加茂市) 

中学1年 

44名 

山田 晃雅 

(春日井市) 

橋本 侑門 

(伊勢市) 

櫻井 皓太 

(海津市) 

宮治 佑賢 

(あま市) 

小学6年 

86名 

久野 杏太 

(磐田市) 

前川 海里 

(四日市市) 

紀平 倖佑 

(岐阜市) 

伊東 千響 

(高山市) 

小学5年 

108名 

武藤 涼介 

(岐阜市) 

坂本 大毅 

(日進市) 

根津 智成 

(春日井市) 

畑 幸佑 

(犬山市) 

小学4年 

151名 

寺下 絆南 

(堺市) 

有働 英永 

(東京都港区) 

大草 歩睦 

(名古屋市) 

神野 来樹 

(関市) 

小学3年 

179名 

藤間 健太 

(神戸市) 

伊藤 誇吾 

(海津市) 

安本 興生 

(弥富市) 

久保 俊太郎 

(調布市) 

小学2年 

142名 

安部 圭矢 

(幸田町) 

原口 孝成 

(西宮市) 

井上 岳 

(奈良市) 

坂井 快行 

(小牧市) 

小学1年以下 

85名 

藤井 響生 

(たつの市) 

高田 亜矢子 

(あま市) 

塙 大河 

(名古屋市) 

友繁 理希 

(名古屋市) 
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3 夏の終わりの善通寺夏休みこども将棋講座 
今年で10年目を迎える名古屋市港区の真宗大谷派善通寺（服部大住職）における夏休み

こども将棋講座が、8月22日(木)～24日(土)の午前10時～午後3時に開催され、10名の皆さ

んが熱心に講座を受講しました。 

講師は開始当初から名古屋棋友会支部の将棋指導員の皆さんにお願いしています。今回

は一部名古屋西南支部の将棋指導員の皆さんにも協力をしていただき、最終日に級位認定

証をそれぞれ手渡して無事終了しました。 

開始当初は、夏休み将棋講座もあまり多くない状況でしたが、その後、名古屋市内でも

いくつか開催され夏休み期間中にいくつもの将棋講座の梯子ができる昨今です。 

 24日(日)に開催した将棋大会にはA級、B級合わせて18名の参加があり、「かなりレベル

の高い内容」（熊谷春海棋道師範）の熱戦が展開されました。 

また、恒例のそうめん流しには父兄も含めて、都会ではなかなかできない経験に大はし

ゃぎの1時間でした。 

各クラスの上位入賞者は以下の通りです。 

 優勝 準優勝 第三位 

A級 

10名 

森 郁登 

(弥富市･中1) 

田代 悠晴 

(岡崎市･小3) 

小原 晃生 

(名古屋市･小3) 

坂井 慶一郎 

(東海市･小4) 

B級 

8名 

坂井 政一郎 

(東海市･小2) 

青木 亜友人 

(半田市･小2) 

小塚 蒼太 

(知多市･小5) 

遠山 立揮 

(名古屋市･小3) 

 

4 第6回豊橋ふれあい親子ペア将棋大会 
8月25日(日)、「第6回豊橋ふれあい親子ペ

ア将棋大会」を開催しました。  

今回24組のペア参加（前回は32組の定員に

達した）。参加者ペアは県内豊橋市12組、豊

川市3組、名古屋市2組、一宮市、日進市、東

郷町、東海市、岡崎市から各1組、県外静岡県

浜松市、長野県飯田市から各1組の内訳でした。  

午前はA～F各組4ペアの6組に分かれて総当

たりによる予選リーグを行い、午後は二つの

山に振り分けて24組のうち，決勝トーナメン

トは16ペア、敗者トーナメントは8ペアで戦い

ました。各組1、2位は自動的に決勝トーナメントに進出し、各組3位のなかから成績上位

ペア4組を選出して決勝トーナメント戦を行いました。  

予選リーグでは、両者秒読みに追われる熱戦となった好局が数々見られ、競り合いで最

後の最後まで勝負の決着が不明の一進一退の攻防が繰り広げられ、審判員やギャラリーが

固唾を飲んで見守る場面もありました。戦いが終わった後は、両者はお互いが汗をかきあ

った相手の健闘を仲良く讃えあう風景が随所に見られました。 

決勝トーナメントでは、ベスト16で1位通過の2ペアが初戦敗退、ベスト8は前回3位の櫛

田ペアが勢いに乗って勝ち進み、決勝まで駒を進めました。片やもう一方の山で、前回準

優勝の山村ペアは白木ペアに敗れる波乱がありましたが、勝った白木ペアは第4回大会で
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敗者トーナメント優勝（豊橋市長賞）実績からメキメキ力をつけて今回勝者トーナメント

を勝ち上がり決勝進出を果たしました。  

決勝戦は恒例となったステージ上での対局です。例年杉本昌隆八段をお呼びして大盤解

説をお願いしていましたが、今回は名代として弟子の中澤沙耶女流初段による解説です。 

櫛田ペアと白木ペアの決勝戦は振り駒の結果、櫛田ペアの先手番となり、後手が四間飛

車に振って美濃囲いに組み、先手は船囲いにしてから右四間飛車としました。急戦形の攻

め合いとなり、迫力ある先手のギリギリの寄せの前に後手玉が受けなしに追い込まれて投

了。61手で、先手が勝利を収めました。櫛田ペアの初優勝。おめでとうございました。白

木ペアもう一歩のところで惜しかったです。場内の観衆も大熱戦に一応の感動を覚えたよ

うに見えました。 

 優勝 準優勝 第三位 

決勝 

トーナメント 

櫛田 征志・明裕 

(名古屋市立なごや小3) 

白木 達也・貴司 

(豊橋市立高師台中3) 

小田 彰吾・哲士 

(東海市立渡内小6) 

敗者 
トーナメント 

丸一 健悟・一悟 

(浜松日体中1) 

矢崎 徳一朗・勇夫 

(名古屋市立辻小1) 

猿渡 敦士・和良 

(豊橋市立松山小6) 

 

5 第16回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 
（1）と  き  令和元年9月16日(月・祝) 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 

 

6 将棋日本シリーズ東海大会 

JTプロ公式戦／テーブルマークこども大会 
（1）と  き  令和元年9月28日(土) 

テーブルマークこども大会 AM8:50～受付 AM10:00開始 

JTプロ公式戦 PM2:00開場 PM3:55開演 

（2）と こ ろ  ポートメッセなごや第3展示館 

（3）参 加 費  無料 

（4）申込方法  将棋日本シリーズテーブルマークこども大会ウェブサイトより 

https://www.jti.co.jp/knowledge/shogi/kids/join/index.html 

9月17日(火)まで 

（5）対 局 者  広瀬章人竜王 対 深浦康市九段 

（6）主  催  中日新聞社 日本将棋連盟 

（7）後  援  文部科学省 愛知県・同教育委員会 名古屋市・同教育委員会 

名古屋青年会議所 

（8）協  賛  JT テーブルマーク 

（9）問 合 せ  将棋日本シリーズ総合事務局 電話03-5166-0290 

 

7 ウッドワンダーランド2019こども将棋大会 
（1）と  き  令和元年10月6日(日) AM9:15～受付 10:00対局開始 
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（2）と こ ろ  ポートメッセなごや第1展示館 

（3）ク ラ ス  中学生、小学5･6年生、小学3･4年生、小学2年生以下 

（4）定  員  各クラス32名 

（5）参加棋士  杉本昌隆八段 都成竜馬五段 出口若武四段 中澤沙耶女流初段 

（6）主  催  日本木工機械工業会 

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

 

8 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 
（1）と  き  令和元年10月19日(土) 

（2）と こ ろ  春日井市本庁舎12階大会議室 

        春日井市鳥居松町5-44 

（3）参加棋士  室田伊緒女流二段 

（4）内  容  親子ふれあい将棋講座 

AM9:30～受付 

資格：駒の動かし方がわかる小学生と保護者1名のペア 

参加費：500円 

申込方法：当日受付 

子ども将棋大会 

AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

資格：中学生以下 

クラス：上級、中級、初心者 

参加費：500円 

表彰：各クラス第三位までに賞状・賞品 

申込方法：当日受付 

（5）主  催  日本将棋連盟春日井支部  

（6）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

（7）協  賛  春日井まつり 

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

 

9 第36期全国アマチュア王将位東海地区大会 
（1）と  き  令和元年10月20日(日) AM9:30～受付 AM10:00対局開始 

（2）と こ ろ  名古屋港湾会館第1会議室 

（3）ク ラ ス  アマ王将位決定戦、Aクラス（有段者）、Bクラス（1～3級）、 

Cクラス（4級以下）、Dクラス（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  アマ王将位決定戦優勝者に四段免状、全国大会招待 

        各クラス第三位までに賞状・賞品 

（6）主  催  日本将棋連盟東海普及連合会・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 

 

10 CBCハウジング名駅北子ども将棋大会 
（1）と  き  令和元年11月3日(日) AM10:00～受付 

（2）と こ ろ  CBCハウジング名古屋北 



 6 

        名古屋市西区菊井一丁目23-18 

（3）ク ラ ス  小学2年生以下、小学3･4年、小学5･6年 

（4）参 加 費  無料 

（5）参加棋士  中山則男六段 竹内貴浩四段 中澤沙耶女流初段 脇田菜々子女流1級 

（6）申込方法  往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、学年、電話番号を明記し、

〒464-0850名古屋市千種区今池三丁目37-5「CBCハウジング子ども将棋

大会」係へ。10月20日(日)必着 

（7）問 合 せ  CBCハウジングイベント事務局 電話052-228-7388 

 

11 今後の予定 
9月16日(月･祝) 第16回愛知県支部連合会段級位獲得将棋大会 

9月28日(土) 将棋日本シリーズ東海大会JTプロ公式戦／テーブルマークこども大会 

10月6日(日) ウッドワンダーランド2019こども将棋大会 

10月14日(月･祝) 第1回棋士豊島将之ファンのつどい 

10月19日(土) 室田伊緒のかすがい親子ふれあい将棋講座・子ども将棋大会 

10月20日(日) 第36期全国アマチュア王将位東海地区大会 

10月20日(日) 愛知県支部連合会支部長・将棋指導員合同会議 

11月3日(日) CBCハウジング名駅北子ども将棋大会 

11月10日(日) 第3回名古屋城こども王位戦決勝大会 

 

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。 

東海普及連合会のサイト（http://shogitokai.sakura.ne.jp/）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 


