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1 第26回愛知県支部連合会総会を開催 
愛知県支部連合会は、2月2日(日)に47名の参加で第26回愛知県支部連合会総会を開催い

たしました。平成7年2月に初めての総会を開催して以来、26回目となりました。 

総会では、「2019年の活動のまとめ及び2020年の課題」、「2019年度会計報告及び2020

年度予算」などを主な議題といたしました。 

また、中山則男日本将棋連盟東海普及連合会事務局長及び竹内貴浩四段から来賓あいさ

つをいただきました。 

議題については参加者の皆様のご承認をいただきました。 

なお、質疑応答では、7人制対抗戦の実施を検討してほしいという意見が出されました。

これについては、引き続きの検討を進めていく旨の回答をいたしました。 

なお、当日は会場が満席で、隣の宴席も満員状態で、かなり雑然とした状況にありまし

たので、総会の日時設定については、別途検討が必要かもしれません。 

改めての状況説明になりますが、将棋の普及発展の根本的取組は、平成23年4月に公益

社団法人として体制を整えた「公益社団法人日本将棋連盟」（以下「本連盟」と記載しま

す。）が担っています。 

そして、各地域での普及活動の基礎となるのが、支部であり、本連盟として支部組織の

拡充・支援に努めています。また、支部は、本連盟及び当該地域の支部連合会と協力して

普及活動を行うこととされています。 

愛知県支部連合会は、愛知県内の支部と連携しつつ、本連盟と緊密な連絡を保ち、支部

の普及活動及び将棋指導員の普及活動の下支えの役割を担っています。 

また、東海地域に在住する棋士を中心とする日本将棋連盟東海普及連合会（会長：大村

和久八段、事務局長：中山則男六段）の指導・連携のもと、岐阜県及び三重県の支部連合

会とも連携協力して東海地域の将棋の普及発展に取り組んでいます。 

現在、36支部1265名の支部会員、167名の将棋普及指導員を擁する愛知県支部連合会で

すが、平成7年の時点では、13支部約200名の支部会員、数名の指導員という状況でありま

した。 

その後、「愛知県内子供がどこに住んでいても将棋が学べる環境の整備」を目標に掲げ、

着実かつ継続的な取組みを通じて、普及活動の展開を進めてきました。現在では、全国で

も有数な将棋普及活動の先進県となったところであり、指導員の総数は県レベルで全国一

という状況になっております。 

支部数の状況ですが、昨年4月に岡崎支部、豊田朝日丘支部が新たに設立されました。 

引き続き、関係の皆様と連携・協力して、将棋の普及活動に取り組んでまいりますので、

愛知県支部連合会の取組にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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2 支部対抗戦は春日井支部A、支部名人戦は畠山大樹さん、 

シニア名人戦は葛谷郁夫さんが愛知県代表 
2月3日(日)に、名古屋港湾会館にて、第49

回全国支部対抗戦・支部将棋名人戦及び第27

回全国シニア名人戦愛知県大会を開催しまし

た。全体で171名の参加がありました。 

支部対抗戦では、春日井支部A、支部名人戦

は畠山大樹さん（個人支部）、シニア名人戦

は葛谷郁夫さん（尾張一宮支部）が愛知県代

表の座を獲得しました。春日井支部Aは2年連

続の代表となりました。 

4月17～19日に神戸市で開催予定の西日本大

会でのご活躍を祈念いたします。 
 

 優勝 準優勝 第三位 

支部対抗戦 

28チーム 

春日井支部A 

田中 勇人 

岡田 靖令 

六車 友平 

愛知棋匠会支部C 

神谷 拓摩 

八田 勝友 

小山 潤矢 

名古屋と金クラブB 

吉田 拓海 

井口 雅輝 

大草 歩睦 

支部名人戦 

17名 

畠山 大樹 

(個人支部) 

早瀬 勇希 

(名古屋支部) 

杉野 友輔 

(名古屋創龍支部) 

シニア名人戦 

14名 

葛谷 郁夫 

(尾張一宮支部) 

横山 茂 

(岡崎支部) 

花井 進 

(名古屋棋歩支部) 

一般戦A 

17名 

河村 謙吾 

(三重県伊勢市) 

蓮田 幹太郎 

(一宮市) 

磯谷 祐維 

(岐阜県各務原市) 

一般戦B 

23名 

比嘉 誠 

(三重県津市) 

牧野 永和 

(三重県伊勢市) 

岡 紘旦 

(名古屋市名東区) 

早指し戦 

16名 

華房 慶大 

(名古屋市西区) 

林 水優 

(岡崎市) 

柴田 一輝 

(豊田市) 

 

3 中山六段が愛知県庁支部を訪問 
 2月22日(土)午後、中山六段が愛知県庁支部

を訪問されました。これは、従来より愛知県

職員将棋大会実施に合わせて、支部訪問を実

施しているものです。 

本来は、昨年10月に大会開催予定でしたが、

台風の影響もあって、急遽延期を決定した経

緯があり、こうした中、今度は、新型コロナ

ウイルス騒動ということで開催が危ぶまれま

したが、何とか開催をいたしました。 

なお、会場は当初は桜華会館を予定してい

ましたが、今回は、中山六段のご配慮で、愛

旅連ビル3階会議室で大会を実施しました。 

大会には24名が参加しました。また、予選敗退者を中心に指導将棋も行い、上手の7勝3

敗という結果になりました。参加者の中には、日ごろは将棋ウォーズが主で、相手玉を詰
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ましたことがあまりない（将棋ウォーズでは、3分切れ負け将棋がほとんどという状況）

という人もあり、近年の将棋事情が伺われるというところもありました。次回も同様に実

施していく予定です。 

愛知県庁支部 小林壮行 

 

4 ファミリーフェスタ2020こども将棋大会 中止されました 
（1）と  き  令和2年3月21日(土)、22日(日) 

（2）と こ ろ  エディオン久屋広場 

 

5 栄将棋教室春休み子ども将棋講座〈Sクラス〉 
（1）と  き  令和2年3月25日(水)、26日(木) AM10:00～PM5:00 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向側） 

（3）講  師  糸谷哲郎八段 竹内貴浩四段 

（4）対 象 者  奨励会、研修会等を目標とする小中高生 

（5）定  員  50名（先着順） 

（6）参 加 費  10,000円（弁当付、棋書を含む） 

（7）申込方法  ①氏名（ふりがな）、②学校・学年、③住所・電話番号をメールで 

kartracer@pdx.ne.jp 

（8）主  催  栄将棋教室 

（9）問 合 せ  棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

6 東山動植物園春まつりよいこの将棋大会 中止されました 
（1）と  き  令和2年3月29日(日)  

（2）と こ ろ  東山動植物園 動物会館研修室 

 

7 第8回星空将棋合宿 中止されました 
（1）と  き  令和2年3月29日(日)～3月31日(火) 2泊3日 

（2）と こ ろ  駒ヶ根ふるさとの家 

 

8 名進研カップ第6回中部オール学生将棋団体戦 
（1）と  き  令和2年4月3日(金) AM9:00～受付 AM9:30対局開始 

（2）と こ ろ  名進研ホール 

        名古屋市西区名駅二丁目34-19 

（3）資  格  小学生～大学院生（3名1組） 

（4）ク ラ ス  初級者（初心者～5級）、中級者（5級～2級）、上級者（2級～初段）、 

有段者（二段以上） 

（5）定  員  50チーム（先着順） 

（6）参 加 費  1チーム3,000円 

（7）申込方法  参加クラス、チーム名、選手名及び新学年（大将・副将、三将の順に）、

代表者名及び連絡先をメール（chubualldantai@mediacat.ne.jp）にて。

3月29日(日)締切 

（8）主  催  中部学生将棋連盟 

（9）協  力  名進研 日本将棋連盟東海普及連合会 
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9 第33回アマチュア竜王戦愛知県予選・読売杯争奪将棋大会 
（1）と  き  令和2年4月29日(水･祝) 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）資  格  愛知県予選 愛知県在住者 

読売杯争奪将棋大会 どなたでも参加できます 

（4）ク ラ ス  愛知県予選 

読売杯争奪将棋大会 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） 

（5）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） 

（6）表  彰  愛知県予選優勝者に五段免状と全国大会出場権 

        読売杯争奪将棋大会成績優秀者に賞状・賞品 

（7）主  催  読売新聞中部支社 日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

10 第15回市長杯名古屋小・中学生将棋大会 
（1）と  き  令和2年5月10日(日) AM9:15～受付 AM10:00開会 

（2）と こ ろ  愛知東邦大学B-201･203･302･303教室 

（3）資  格  小・中学生、保護者同伴の幼稚園児 

（4）ク ラ ス  中学生の部、高学年の部（小学4～6年）、低学年の部（小学3年以下）、 

初心者の部（小学3年以下、棋歴1年以下又は15級以下） 

（5）参 加 費  1,000円（参加賞有り） 

（6）申込方法  と金クラブ将棋教室ホームページ https://tokinclub.jimdo.com/ 

往復はがき、FAX、Eメールのいずれかで、①氏名（園児は保護者の氏名 

も連記）、②住所・郵便番号、③電話番号、④学年、⑤学校名を記入し、 

〒465-0097名古屋市名東区平和が丘4-74、FAX052-773-3733、Eメール 

yoshik_510@yahoo.co.jpまで。申込期間4月10日～5月9日 

（7）表  彰  優勝者にカップ・市長名賞状・賞品、 

準優勝・第三位に盾・日本将棋連盟会長名賞状・賞品 

（8）参加棋士  北浜健介八段 池永天志四段 

（9）主  催  名古屋と金クラブ支部 

（10）共  催 と金クラブ将棋教室／と金こども将棋塾 

（11）後  援 中日新聞社 スターキャット・ケーブルネットワーク 

名古屋銀行一社支店 名古屋市 名古屋市教育委員会 

日本将棋連盟東海普及連合会・愛知県支部連合会 

 

11 今後の予定 
3月25日(水)、26日(木) 栄将棋教室春休み子ども将棋講座〈Sクラス〉 

4月3日(金) 名進研カップ第6回中部オール学生将棋団体戦 

4月5日(日) 将棋指導員資格審査 

4月29日(水･祝) 第33回アマチュア竜王戦愛知県大会 

5月3日(日) 第27回岡崎将棋まつり 

5月6日(水･祝) 一宮女流棋士100面指し指導置局 

5月10日(日) 第15回市長杯名古屋小・中学生将棋大会 
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5月16日(土) 文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦小学生の部 

5月17日(日) ねんりんピック岐阜2020名古屋市予選 

5月23日(土) 文部科学大臣杯小・中学校将棋団体戦中学生の部 

 

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 


