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1 とよた将棋フェスタ２０２２ 
６月２５日（土）豊田市民文化会館で「と

よた将棋フェスタ２０２２」が開催されまし

た。参加者は２年生以下、３，４年生、５，

６年生、中学生の各クラス１６名ずつ抽選で

の参加となりました。 

今大会では、研修会で使用する一寸盤と木

の駒を使用しました。参加者は普段と違う高

級な駒音を楽しみつつ対局しました。 

指導対局コーナーでは７名のプロ棋士が待

機し、予選敗退した子が指導対局を受けまし

た。ふれあい将棋コーナーでは自由に対局が

できました。大会に参加したあと指導対局を受けてもまだまだ指したい子どもたちが思い

思いに対局したり、大会には出られないけれど将棋を指してみたいといった子どもの姿も

見られ、どのコーナーよりも盛況で、途中で場所を拡張したほどでした。 

主催者は「こんなに盛況ならば、来年は大会の定員を今年の２倍にしたい」と目を細め

ていました。 

ほてい将棋クラブ 加太義暁 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

小学2年生以下 16名 山田 桜斗 橋爪 航太郎 國立 大貴 神谷 咲希 

小学3･4年生  16名 黒田 晴真 田中 彩蕾 林 旺志郎 神宮寺 颯介 

小学5･6年生  15名 栗本 弘毅 中村 壮翔 小原 晃生 米本 健人 

中学生     15名 寺澤 橙吾 岡田 桜大 國立 遥暉 林 勇颯 

 

2 名古屋将棋対局場で順位戦が開催される 
 令和４年６月２２日（水）、全国３か所目となる将棋の公式拠点となる「名古屋将棋対

局場」がトヨタ自動車株式会社名古屋オフィス内のミッドランドスクエア２５階に開場し

ました。 

こけら落としの対局として、Ａ級順位戦の藤井聡太五冠対佐藤康光九段、Ｂ級２組の杉

本昌隆八段対佐々木慎七段の２局が行われました。結果は、Ａ級順位戦では藤井五冠の勝

利、Ｂ級２組では佐々木慎七段の勝利となりました。 

終局後の藤井五冠からは「初めてだったが、快適に対局できた。これからの東海棋界の

盛り上がりにつながれば」とのコメントが出されました。 

対局に先立ち、対局者とトヨタ自動車桑田正規副社長によるテープカットセレモニーが

実施されました。 

今年度はこの対局場で１００局程度が予定されており、藤井五冠も合計６局対局が予定

されているとのことです。藤井五冠は、関西所属ですが、瀬戸市在住のため関西将棋会館

で対局する場合は早朝移動、東京将棋会館の場合は前泊しています。 



 2 

名古屋将棋対局場の開設により、同所で対局する場合

は移動の負担が軽減されますので、更なる活躍が期待さ

れます。 

東京、大阪に続く第３の拠点となる東海地域での将棋

会館開設については、板谷四郎九段、板谷進九段からの

長年の悲願となっています。 

この「名古屋将棋対局場」は将棋会館という位置づけ

ではありませんが、今回の公式対局拠点開設は、今後の

追い風になるものと期待されます。 

引き続き藤井五冠をはじめ、中部・東海エリア出身の

棋士・女流棋士の活躍を期待・祈念するとともに、更に

多くの逸材が登場できるよう、地域一体となって応援し

ていきたいと思います。 

 

 

 

3 第５回名城大学杯将棋大会及び第３５回全国高等学校将棋竜王

戦愛知県予選が開催 
令和４年６月１９日（日）、名城大学ナゴ

ヤドーム前キャンパスにて、第５回名城大学

杯将棋大会及び第３５回全国高等学校竜王戦

愛知県予選が開催されました。 

名城大学杯は、令和元年度の第４回以来３

年ぶりの開催となりました。 

名城大学杯では、小学２年以下から高校生

までの６クラスで行われ、敗退者には指導対

局が行われました。 

結果は下記のとおりです。 

 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

小学２年生以下 

４２名 

山田 桜斗 

岡崎市 

大門小２ 

安田 清流 

岐阜県 

広畑小１ 

鈴木 孝介 

甲賀市 

甲南第二小２ 

加藤 輝 

名古屋市 

本郷小１ 

小学３・４年生 

５８名 

鈴木 蒼大 

みよし市 

三好丘小４ 

塙 大河 

名古屋市 

高見小４ 

片山 竜冶 

鵜沼市 

鵜沼第三小４ 

前田 和太朗 

桑名市 

大山田東小３ 

小学５・６年生 

６１名 

小原 晃生 

名古屋市 

滝川小６ 

華房 永茉 

名古屋市 

なごや小５ 

辻 大輔 

金沢市 

伏見台小６ 

谷口 陽飛 

京都府南丹市 

胡麻郷小６ 

中学生 

５５名 

長澤 魁 

名古屋市 

愛知中３ 

若林 卓美 

名古屋市 

上社中２ 

坂本 大毅 

日進市 

日進中２ 

中川 優太 

豊田市 

南山中２ 

高校生 

１５名 

加藤 慎士 

岐阜県 

鶯谷高２ 

板津 瑛士 

岐阜県 

関高２ 

渡辺 快 

浜松市 

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ高1 

勝野 寛陽 

名古屋市 

旭丘高１ 



 3 

なお、指導対局では、杉本昌隆八段、坂口

悟六段、中村亮介六段、古森悠太五段、石川

優太四段、井田明宏四段、高田明浩四段、竹

内貴浩四段、中澤沙耶女流二段、脇田菜々子

女流初段による３面指しが行われ、合計２０

０名が指導を受けました。 

また当日、同会場にて、第３５回全国高等

学校竜王戦愛知県予選が開催され、６０名が

参加しました。 

優勝者は、八田勝友（豊川高校１年）で、

八田さんは８月１７・１８日に福岡市電気共

創館で開催の全国大会に愛知県代表として参

加します。 

 当日の結果は下記のとおりです。 

優勝 準優勝 第三位 第四位 

八田 勝友 

豊川高１ 

浦野 航 

名電高３ 

高田 響 

東海高校２ 

杉浦 悠斗 

知立東高２ 

 

4 第76回全日本アマチュア将棋名人戦愛知県大会 
（1）と  き  令和4年7月18日(月･祝) AM9:30～受付 AM10:00開会 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階（栄将棋教室向側） 

（3）資  格  愛知県内に在住の方 

        奨励会を段位で退会した日から1年を経過しない方は出場できません。 

（4）参 加 費  大人3,000円（2,500円）、女性・学生2,000円（1,500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2名に全国大会出場権と四段免状 

（6）主  催  中日新聞社 日本将棋連盟東海普及連合会 

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

 

5 夏休みこども将棋教室 
（1）と  き  令和4年7月25日(月)、26日(火) AM10:30～PM1:00 

（2）と こ ろ  栄将棋教室 

（3）対 象 者  ルールがわかれば参加できます 

（4）定  員  30名（先着順） 

（5）参 加 費  6,000円 

（6）講  師  竹内貴浩四段 

（7）申込方法  氏名、ふりがな、学校、学年、住所、電話番号を下記メールアドレスま

で。taketakashogi81@outlook.jp 

 

6 夏休み将棋講座＜Sクラス＞ 
（1）と  き  令和4年8月3日(水)、4日(木) PM0:30～PM6:00 

（2）と こ ろ  愛旅連ビル3階会議室（栄将棋教室向側） 

（3）対 象 者  奨励会、研修会等を目標とする小・中・高校生 

（4）定  員  40名（先着順） 

（5）参 加 費  10,000円（棋書を含む） 
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（6）講  師  竹内貴浩四段 

（7）申込方法  氏名、ふりがな、学校、学年、住所、電話番号を下記メールアドレスま

で。kartracer@pdx.ne.jp 

（8）主  催  栄将棋教室 

（9）協  力  日本将棋連盟東海普及連合会 

（10）問 合 せ 棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

7 5周年記念瀬戸こども将棋大会 
（1）と  き  令和4年8月27日(土)  AM9:00～受付 AM10:00開会 

（2）と こ ろ  瀬戸市文化センター文化交流館31会議室 

（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24名（応募者多数の場合は抽選） 

（5）参 加 費  500円 

（6）申込方法  往復はがき、もしくは応募フォームで。8月4日(木)必着 

        ①郵便番号、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤学校名、⑥

学年を記入し、〒488-0801尾張旭市東大道町原田34-1 グリーンシティ

ケーブルテレビ「5周年記念瀬戸こども将棋大会」係まで。 

https://gctv.co.jp/qr/setokodomoshogi2022/ 

（7）表  彰  優勝、準優勝、第三位、敢闘賞 

（8）棋  士  杉本昌隆八段 中山則男六段 竹内貴浩四段 室田伊緒女流二段 

中澤沙耶女流二段 脇田菜々子女流初段 

（9）主  催  瀬戸将棋文化振興協会 瀬戸市文化振興財団 

（10）主  管 グリーンシティケーブルテレビ 日本将棋連盟東海普及連合会 

（11）助  成 瀬戸信用金庫地域振興協力基金 

（12）協  賛 リンタツ 

（13）後  援 瀬戸市 瀬戸市教育委員会 

（14）問 合 せ 瀬戸将棋文化振興協会 電話0561-84-1811 

 

【東海普及連合会及び愛知県支部連合会の行事の日程】 

1. 7月18日(月･祝) 第76回全日本アマチュア将棋名人戦愛知県大会 

2. 7月25日(月)、26日(火) 夏休みこども将棋教室 

3. 8月2日(火) 第19回菊武学園杯愛知県中学生将棋選手権大会 

4. 8月3日(水)、4日(木) 夏休み将棋講座＜Sクラス＞ 

5. 8月7日(日) 名進研カップ第6回中部オール学生将棋団体戦 

6. 8月20日(土) J:COM杯3月のライオン子ども将棋大会東海大会 

7. 8月21日(日) イオンモール天童杯争奪全国こども将棋王決定戦東海大会 

8. 8月27日(土) 5周年記念瀬戸こども将棋大会 

 

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（平日13:00～17:00） 

〒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 


