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1 第2回熱田こども将棋大会－熱田神宮文化殿で開催 
第2回熱田こども将棋大会が、東海普及連合

会の主催で、1月12日(日)に熱田神宮文化殿で

開催されました。 

この大会は、熱田区出身で講談師の旭堂鱗

林さんを代表とする「熱田こども将棋大会実

行委員会」からの要請を受けて、昨年から開

催することとなったものです。 

 熱田区に将来将棋会館を誘致したいという

地元の熱意もあり、賀城園、妙香園、東邦ガ

ス、蓬莱軒など地元18団体の協賛をいただき、

また副賞として名古屋鉄道の協力をいただき

ました。 

 受付は150名の予定でしたが、それを上回る応募があり、当日は186名の大会参加者があ

りました。保護者もたくさんお見えになり、会場である熱田神宮文化殿の講堂は満員の状

況でした。 

 参加棋士は、木村一基王位、杉本昌隆八段、澤田真吾六段、石川健太四段、竹内貴浩四

段、室田伊緒女流二段、中澤沙耶女流初段、脇田菜々子女流1級の方々でした。 

 大会審判長の中山則男六段の合図で開始され、その後、敗退者から順次指導対局をお願

いし、139名のこどもさんが指導を受けました。来年も同様に開催予定です。 

 優勝 準優勝 第三位 

小学5･6年 

49名 

白井 亮太郎 

(豊橋市旭小6) 

白木 大輔 

(豊橋市立幸小6) 

寺澤 橙吾 

(豊明市立唐竹小5) 

石川 慶悟 

(知立市立知立小5) 

小学3･4年 

80名 

近藤 啓介 

(世田谷区立尾山台小3) 

堀 隼輔 

(長久手市立北小4) 

山中 惇史 

(安城市立三河安城小3) 

伊藤 雅陽 

(礪波市立礪波東部小3) 

小学2年以下 

57名 

宇治澤 智己 

(大教大附池田小2) 

華房 永茉 

(名古屋市立なごや小2) 

石黒 錬太郎 

(日進市立赤池小2) 

伊藤 千智 

(弥富市立弥生保育所) 

 

2 将棋指導員を目指して将棋指導者講習会 
 今年の将棋指導者講習会は、大阪（1月19日）、四国・高松（2月1日）、東北・福島（2

月1日）、名古屋（1月26日）の4か所で開催されました。 

 これは昨年1月27日の全国県連会長会議で示された、この後10年間で将棋指導員を約950
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名から2000名に増やすという普及目標の一環

と言えます。（10年後の数値目標 将棋指導

員950名－2000名、支部675支部－800支部、支

部会員17000人－20000人） 

 日本将棋連盟から、森下卓常務理事、高野

秀行六段、磯辺丈敏普及免状部長、宮川彩乃

普及担当の皆さんが来名されました。また、

東海普及連合会からは中山則男事務局長が出

席し、紹介を受けました。 

 今年の参加者は32名と昨年よりやや減少し

ました。昨年は将棋ブームの中、指導者講習

会とはどんな内容なのか一度見てみたいという、30代及び40代の参加者が多く見受けられ

ました。今年ははっきりと指導員を目指している皆さんの参加が多く、もうすでに指導者

として経験をされている印象を受けました。 

 森下卓常務理事のあいさつ、そして六枚落ち、二枚落ちの解説、高野秀行六段の子ども

講座での実践的指導方法の紹介、さらに東海普及連合会からは指導員になってからの指導

員の活動に対する相談体制について丁寧に説明をしました。 

 今回の指導者講習会には、富山県から毎年参加の将棋指導員、日程の関係で大阪ではな

く兵庫県から参加の指導員受験者の方など大変遠方からの参加もありました。 

 4月5日の将棋指導員資格審査の受験者は、この指導者講習会までに10数名の確認ができ

ましたが、2月末の申込締め切りに向けて、県支部連合会総会などでさらに多くの方に呼

び掛ける予定です。 

 

3 さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会 
1月19日(日) 、㈱さなる名古屋本社にて、

さなる杯第45回小学生将棋名人戦愛知県大会

を開催しました。 

昨年12月8日(日)に愛知県内の6会場にて開

催した地区大会の上位入賞者が集まり愛知県

代表を目指しました。 

阿部隆八段と西尾明七段による指導対局、

保護者向けの講演も好評でした。 

大会の結果は表のとおりで、華房慶大さん

が優勝し、3月に開催される東日本大会に出場

することになりました。 

 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

名人戦 

23名 

華房 慶大 

(名古屋市立なごや小4) 

畑 幸佑 

(犬山市立犬山北小5) 

清水 太陽 

(みよし市立三好丘小3) 

小島 瑞葵 

(愛教大附名古屋小3) 

高学年 

8名 

藤澤 航希 

(岐阜市立柳津小4) 

大岩 啓人 

(小牧市立味岡小4) 

坂井 慶一郎 

(東海市立加木屋小4) 

奥村 栞吉 

(春日井市立石尾台小4) 

低学年 

7名 

小原 晃生 

(名古屋市立滝川小3) 

華房 永茉 

(名古屋市立なごや小2) 

市村 嘉規 

(名古屋市立東桜小3) 

山田 行人 

(伊勢市立厚生小3) 
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4 第78期A級順位戦最終局大盤解説会 
（1）と  き  令和2年2月27日(木) PM5:30開場 PM6:00開会 

（2）と こ ろ  万松寺白龍ホール 

        名古屋市中区大須三丁目29-12 

（3）解説棋士  屋敷伸之九段 中田章道七段 澤田真吾六段 大橋貴洸六段 

中澤沙耶女流初段 山口仁子梨女流2級 

（4）入 場 料  一般2,500円（2,000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）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 ファミリーフェスタ2020こども将棋大会 
（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 

（3）内  容  ①こども将棋大会 

         時 間 AM9:30～受付、AM10:00対局開始 

定 員 150名（先着順） 

参加費 無料 

        ②プロ棋士による指導対局 

時 間 1回目AM10:30～、2回目PM1:00～、3回目PM2:40～ 

（4）参加棋士  澤田真吾六段 中澤沙耶女流初段 脇田菜々子女流1級 

山口仁子梨女流2級 

（5）主  催  中京テレビ放送 

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

 

6 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 

 

7 東山動植物園春まつりよいこの将棋大会 
（1）と  き  令和2年3月29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 
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（6）協  力  日本将棋連盟愛知県支部連合会 

（7）問 合 せ  棋道師範 竹内努 電話070-5642-6943 

 

8 第8回星空将棋合宿 
（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 

長野県駒ヶ根市東伊那507-1 

（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 

竹内貴浩四段 谷口由紀女流二段 中澤沙耶女流初段 

脇田菜々子女流1級 

（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 60,000円 

一般クラス 40,000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 

（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 

 

9 今後の予定 
2月27日(木) 第78期A級順位戦最終局大盤解説会 

3月15日(日) 名古屋市児童館講師団会議 

3月21日(土)、22日(日) ファミリーフェスタ2020こども将棋大会 

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〉 

3月29日(日) 東山動植物園春まつりよいこの将棋大会 

3月29日(日)～31日(火) 第8回星空将棋合宿 

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 


