
－1－ 

平成２３年１月１１日（火） 
神 奈 川 県 小 中 学 校 長 様 
横 浜 市 小 中 学 校 長 様 
将棋クラブ・部活動関係者様 

神奈川県小中学校将棋連盟会長 
横浜市立東山田中学校長 関田 隆 

 

２０１０年度 小中学校将棋大会 結果詳報 
１ はじめに 
新年明けましておめでとうございます。皆様方にはご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 本年度も神奈川県小中学校将棋連盟では、主催として「第１０回小中学校将棋大会」、「第１１回小中

学校将棋大会」を、また、「文部科学大臣杯 第６回小中学校将棋団体戦 神奈川県予選」を、日本将

棋連盟神奈川県支部連合会の委託という形で、開催しました。 
 第１０回では記念大会として、海を隔てた中国・北京、同じく中国・銀川、モンゴル・ウランバート

ルから計７チームを招待！最近では中国やモンゴルなど、世界各地で日本の将棋を楽しむ人口が増え、

その優秀性が多くの人々に認められているそうです。今回は国際色豊かな将棋大会を実現するとともに、

将棋を通したアジア交流の場ともなりました。 
 大会開催にあたり、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会をはじめ、日本将棋連盟神奈川県支部連

合会、ＮＰＯ『将棋を世界に広める会』、東京アマチュア将棋連盟、神奈川新聞社、読売新聞東京本社

横浜支局の各団体の皆様にご後援いただきました。今年度も数多くの方々に支えられて大会が成り立っ

ていることをご報告するとともに、この場を借りて心から感謝の意を表する次第です。 
 
２ 各大会結果について 
（１）文部科学大臣杯 第６回小中学校将棋団体戦 神奈川県予選 
 （平成２２年６月６日（日）開催、計４７校９７チームが参加） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜全勝者＞ 
精華小 前田 隼人さん  荏田小 鮫島 圭さん  希望が丘小Ａ 斉藤 光寿さん 

１位 精華小（神奈川県代表決定） 
２位 桜井小（神奈川県代表決定） 
３位 六会小（神奈川県代表決定） 
４位 つつじが丘小Ａ 
５位 荏田小 
６位 中和田小 
７位 清泉小 
８位 港南台第二小 

同 ９位 白幡小、北綱島小 
同１１位 希望が丘小Ａ、中沢小 
同１３位 希望が丘小Ｂ、つつじが丘小Ｂ 
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【中学校】 
５チームを東日本大会への神奈川県代表として選出するために、書類選考により、５つの大臣杯戦リ

ーグと１２の交流戦リーグに分かれて対局。５つの大臣杯リーグの１位チームを、神奈川県代表として

決定しました。 
≪大臣杯リーグ≫ 
Ａリーグ            Ｂリーグ               Ｃリーグ 

 
Ｄリーグ             Ｅリーグ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜全勝者＞ 
長沢中 池田 大一勢さん  樽町中Ａ 吉田 剛さん  深谷中 狩野 竜太さん 

もえぎ野中Ａ 小川 拓馬さん  もえぎ野中Ａ 市川 幸輝さん  もえぎ野中Ｂ 荒木 洋太郎さん 
もえぎ野中Ｂ 三宅ジャスティンさん  もえぎ野中Ｃ 吉澤 朗さん  栄光学園中Ａ 渋谷 和樹さん 
栄光学園中Ｂ 宮田 将季さん  聖光学院中Ａ 小池 詢造さん  聖光学院中Ａ 西川 雄太さん 

 聖光学院中Ｂ 並木 航太さん  桐蔭学園中  神谷 映慶さん 
 
≪交流戦リーグ≫ 

中級①                              

１位 聖光学院中Ａ 
（神奈川県代表決定） 

２位 栄光学園Ｂ 
３位 蒔田中Ａ 
４位 相模丘中Ａ 
５位 大和中Ａ 
６位 西柴中Ａ 
７位 あざみ野中Ａ 

１位 もえぎ野中Ｂ 
（神奈川県代表決定） 

２位 逗子開成中 B  
３位 長沢中 
４位 鴨志田中 
５位 舞岡中Ａ 
６位 東山田中 A 
７位 西中 

１位 もえぎ野中Ａ 
（神奈川県代表決定） 

２位 樽町中Ａ 
３位 日限山中 
４位 横浜中 B 
５位 原中Ａ 
６位 関東学院中 
７位 柏ヶ谷中Ａ 

１位 桐蔭学園中 
（神奈川県代表決定） 

２位 逗子開成中Ａ 
３位 栄光学園Ａ 
４位 もえぎ野中Ｄ 
５位 聖光学院中Ｃ 
６位 鴨居中Ａ 
７位 鶴ヶ台中Ａ 

１位 聖光学院中Ｂ 
（神奈川県代表決定） 

２位 もえぎ野中Ｃ 
３位 横浜中Ａ 
４位 深谷中 
５位 いずみ野Ａ 
６位 法政二中Ａ 
７位 芹が谷中 

１位 逗子開成Ｃ ９位 相模丘中Ｂ 

２位 神奈川大附属中Ａ １０位 舞岡中Ｂ 

３位 横浜中Ｃ １１位 蒔田中Ｄ 

４位 東山田中Ｂ １２位 横浜中Ｄ 

５位 聖光学院中Ｄ １３位 樽町中Ｂ 
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＜全勝者＞ 

逗子開成中Ｃ   永山 徹さん   神奈川大附属中Ａ 金子 知海さん 

横浜中Ｃ     西川 直樹さん  聖光学院中Ｄ   能澤 孔史さん 

法政二中Ｃ    井田 拓哉さん 

 

中級② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜全勝者＞ 

 もえぎ野中Ｅ 山辺 幸祐さん  浅野中    樋園 翼さん 

浅野中    野山 大樹さん  浅野中    村口 宗一郎さん 

 

初級 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜全勝者＞ 

西中原中Ｂ  榎本 拓実さん  もえぎ野中Ｆ 高橋 悠人さん 
鴨居中Ｃ   宮崎 雅己さん 

 
 
 
 

６位 法政二中Ｂ １４位 いずみ野Ｂ 

７位 鴨居中Ｂ １５位 蒔田中Ｂ 

８位 法政二中Ｃ １６位 大和中Ｂ 

１位 横浜国大附属中 ９位 原中Ｂ 

２位 もえぎ野中Ｅ １０位 田奈中Ａ 

３位 神奈川大附属中Ｂ １１位 金沢中Ａ 

４位 栄光学園Ｃ １２位 西柴中Ｂ 

５位 西高津中 １３位 柏ヶ谷中Ｂ 

６位 横浜中Ｅ １４位 相模丘中Ｃ 

７位 茅ヶ崎中Ａ １５位 日吉台西中 

８位 蒔田中Ｃ １６位 浅野中 

１位 西中原中Ａ ９位 茅ヶ崎中Ｂ 

２位 田奈中Ｂ １０位 横浜中Ｇ 

３位 もえぎ野中Ｆ １１位 鶴ヶ台中Ｂ 

４位 田奈中Ｃ １２位 あざみ野中Ｂ 

５位 西中原中Ｂ １３位 いずみ野Ｃ 

６位 横浜中Ｆ １４位 大和中Ｃ 

７位 鴨居中Ｃ １５位 田奈中Ｄ 

８位 金沢中Ｂ １６位 鶴ヶ台中Ｃ 
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（２）第１０回小中学校将棋大会 結果（本大会） 
（平成２２年８月３日（火）予選会、８月７日（土）本大会開催、計４８校１２０チームが参加） 
①王位戦の部 

【全勝賞】 
湘南学園Ａ 長谷川 典彦さん 
湘南学園Ａ 橘田 文貴さん 
 
 

②上級戦１組の部 
【全勝賞】 
栄光学園中Ｂ 渋谷 和樹さん 
栄光学園中Ｂ 福井 伸太郎さん 
栄光学園中Ａ 平柴 大毅さん 

 
 

③上級戦２組の部 
【全勝賞】 

中和田小Ａ  大滝 紘康さん 
深谷中    狩野 竜太さん 
中国・北京Ｃ 林 彦興さん 
聖光学院中Ａ 青木 耀平さん 
 
 
 
 

  ④中級戦１組の部 
【全勝賞】 

中田中Ａ   外山 雄也さん 
もえぎ野中Ｄ 工藤 洋幸さん 
もえぎ野中Ｄ 木内 一樹さん 

 
 

 
 
 

⑤中級戦２組の部 

優勝 湘南学園中Ａ 第５位 中国・北京Ａ 
準優勝 逗子開成中Ａ 第６位 横浜中Ａ 
第３位 聖光学院中Ａ 第７位 もえぎ野中Ａ 
第４位 桐蔭学園中Ａ 第８位 精華小 

優勝 栄光学園中Ｂ 第７位 蒔田中Ａ 
準優勝 聖光学院中Ｂ 第８位 樽町中Ａ 
第３位 栄光学園中Ａ 第９位 東山田中Ａ 
第４位 もえぎ野中Ｂ 第 10位 橘中Ａ 
第５位 中国・北京Ｂ 第 11位 横浜中Ｂ 
第６位 逗子開成中Ｂ 第 12位 横浜中Ｃ 

優勝 もえぎ野中Ｃ 第 9位 深谷中 
準優勝 聖光学院中Ｃ 第 10位 西柴中Ａ 
第３位 中国・北京Ｃ 第 11位 東山田中Ｃ 
第４位 法政二中Ａ 第 12位 関東学院中Ａ 
第５位 中和田小Ａ 第 13位 軽井沢中Ａ 
第６位 つつじが丘小 第 14位 横浜中Ｄ 
第７位 舞岡中Ａ 第 15位 上菅田中Ａ 
第８位 神大附属中 

優勝 もえぎ野中Ｄ 第 9位 いずみ野中Ａ 
準優勝 相模丘中Ａ 第 10位 東山田中Ｄ 
第３位 中田中Ａ 第 11位 東山田中Ｂ 
第４位 湘南学園中Ｂ 第 12位 中国・北京Ｄ 
第５位 栄光学園中Ｃ 第 13位 いずみ野中Ｂ 
第６位 桐蔭学園中Ｂ 第 14位 深谷中Ａ 

第７位 早渕中 第 15位 中田中Ｂ 
第８位 大谷小 第 16位 瀬谷中Ｂ 

優勝 原中Ａ 第 9位 原中Ｂ 
準優勝 聖光学院中Ｄ 第 10位 大和中Ａ 
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【全勝賞】 
聖光学院中Ｄ 野中 光さん 
逗子開成中Ｃ 永山 徹さん 
原中Ａ    伊藤 洸さん   

 
 
 

⑥中級戦３組の部 
【全勝賞】 
  もえぎ野中Ｅ 高橋 悠人さん 

港南台第二小 平田 雄己さん 
中国・銀川  趙 博さん 
 
 
 
 

 
⑦中級戦４組の部 

【全勝賞】 
鴨居中Ｂ  鹿島 智晃さん 
田奈中Ｂ  丸岡 優滋さん 
中和田小Ｂ 小原 拓也さん 
田奈中Ｃ  松尾 輝龍さん 
相模丘中Ｂ 星 光輝さん 

 
 
 

 
（３）第１１回小中学校将棋大会 結果 
（平成２２年１２月２６日（日）開催、計４８校１１５チームが参加） 
 ①王位戦の部 

【全勝賞】 
逗子開成中Ａ  伊藤 秀さん 

 
 
 

  ②上級戦１組の部 

第３位 舞岡中Ｂ 第 11位 法政二中Ｂ 
第４位 鶴ケ台中Ａ 第 12位 上菅田中Ｂ 
第５位 西中原中Ａ 第 13位 軽井沢中Ｂ 
第６位 逗子開成中Ｃ 第 14位 聖光学院中Ｅ 

第７位 日限山中 第 15位 中国・北京Ｅ 
第８位 蒔田中Ｂ 第 16位 栄光学園中Ｄ 

優勝 もえぎ野中Ｅ 第 9位 湘南学園中Ｃ 
準優勝 西中原中Ｂ 第 10位 横浜中Ｆ 
第３位 港南台第二小 第 11位 西中Ａ 
第４位 鴨居中Ａ 第 12位 東山田中Ｅ 
第５位 中国・銀川 第 13位 蒔田中Ｃ 
第６位 中和田中Ａ 第 14位 樽町中Ｂ 
第７位 逗子開成中Ｄ 第 15位 横浜中Ｅ 
第８位 大和中Ｂ 第 16位 横浜中Ｇ 

優勝 鴨居中Ｂ 第 9位 金沢中 
準優勝 市場中Ａ 第 10位 田奈中Ａ 
第３位 相模丘中Ｂ 第 11位 もえぎ野中Ｆ 
第４位 上飯田中Ａ 第 12位 西柴中Ｂ 
第５位 田奈中Ｂ 第 13位 西中原中Ｃ 
第６位 田奈中Ｃ 第 14位 横浜中Ｈ 
第７位 茅ヶ崎中Ａ 第 15位 中沢小 
第８位 中和田小Ｂ 第 16位 ウランバートル 

優勝 栄光学園中Ｂ 第５位 湘南学園中Ａ 
準優勝 逗子開成中Ａ 第６位 蒔田中Ａ 
第３位 栄光学園中Ａ 第７位 東山田中Ａ 
第４位 関東学院中Ａ 第８位 柏ヶ谷中Ａ 

優勝 樽町中 第７位 相模丘中Ａ 
準優勝 もえぎ野中Ａ 第８位 金沢中 
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【全勝賞】 
神大附属中  宮崎 大輔さん 

  樽町中     吉田 剛さん 
  樽町中        溝井 隆弥さん 
  もえぎ野中    木持 浩貴さん 

 
 
  ③上級戦２組の部 

【全勝賞】 
  中和田小Ａ  石井 実良さん 
  中和田小Ａ  小原 拓也さん 
  桐蔭学園中Ｂ 岡本 航輝さん 
  原中Ａ    伊藤 洸さん 
  港南台第二小 藤井 悠さん 
  深谷中    東海林 優さん 
 
 

 
 
 
  ④中級戦１組の部 

【全勝賞】 
  荏田小    鮫島 航樹さん 
  もえぎ野中Ｂ 金子 蓮さん 
  軽井沢中     上原 大知さん 
  つつじが丘小 露峰 航史郎さん 
 
 
 
 

  ⑤中級戦２組の部 
【全勝賞】 

清泉小 三橋 賢太さん 
  鴨居中 磯貝 亮弥さん 
 
 
 
 
 
 

第３位 六会小 第９位 栄光学園中Ｃ 
第４位 逗子開成中Ｂ 第 10位 横浜中Ａ 
第５位 神大附属中 第 11位 横浜中Ｂ 
第６位 上菅田中Ａ 第 12位 相模丘中Ｂ 

優勝 中和田小Ａ 第 9位 湘南学園中Ｂ 
準優勝 桐蔭学園中Ｂ  第 10位 法政二中Ａ 
第３位 深谷中Ａ 第 11位 法政二中Ｂ 
第４位 原中Ａ 第 12位 大和中Ａ 
第５位 港南台第二小 第 13位 西柴中Ａ 
第６位 桐蔭学園中Ａ 第 14位 柏ヶ谷中Ｂ 

第７位 栄光学園中Ｄ 第 15位 東山田中Ｃ 
第８位 横浜中Ｃ 第 16位 東山田中Ｂ 

優勝 湘南学園中Ｃ 第 9位 法政二中Ｃ 
準優勝 もえぎ野中Ｂ  第 10位 上飯田中Ａ 
第３位 荏田小 第 11位 いずみ野中Ａ 
第４位 いずみ野中Ｂ 第 12位 横浜中Ｄ 
第５位 軽井沢中 第 13位 住吉中 
第６位 つつじが丘小 第 14位 大和中Ｂ 

第７位 原中Ｂ  第 15位 桂台小Ｂ 
第８位 蒔田中Ｂ 第 16位 桂台小Ａ 

優勝 清泉小 第 9位 中田中 
準優勝 鴨居中   第 10位 上菅田中Ｂ 
第３位 西中原中Ａ 第 11位 中沢小 
第４位 大和中Ｃ 第 12位 大和中Ｄ 
第５位 桐蔭学園中Ｃ 第 13位 上飯田中Ｂ 
第６位 西中原中Ｂ 第 14位 関東学院中Ｂ 

第７位 中和田小Ｂ 第 15位 瀬谷中Ａ 
第８位 瀬谷中Ｂ 第 16位 東山田中Ｄ 
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  ⑥初級戦１組の部 
【全勝賞】 

西中原中Ｃ  山口 隆美さん 
  もえぎ野中Ｃ 伊藤 裕也さん 
  西高津中   村形 虹太朗さん 
  中和田中Ａ  吉野 為久さん 
 
 
 
 

  ⑦初級戦２組の部 
【全勝賞】 
  鶴ヶ台中Ａ 重石 大和さん 
  蒔田中Ｄ  森谷 優人さん 
  あざみ野中 細田 裕樹さん 
  生麦中Ｂ   杉田 幸太郎さん 
 
 
 
 

  ⑧初級戦３組の部 
【全勝賞】 
  六つ川西小  林 悠吾さん 
  もえぎ野中Ｄ 中野 隼人さん 
  もえぎ野中Ｄ 内野 裕大さん 
  蒔田中Ｆ   丸山 陸さん 
 
 
 
 

 
３ 連絡 

次回の大会は、文部科学大臣杯 第７回 小中学校将棋団体戦 神奈川県予選の予定です。大会要

項については、追ってご連絡申し上げます。参加申し込みの際には、記入漏れのないようにして期限

厳守でよろしくお願いします。 
 
大会の運営や会場についてのご意見や、大会の準備、運営等に関することについては、すべて 

神奈川県小中学校将棋連盟事務局 中和田中学校 玉井建二教諭 
（℡０４５－８０２－１３０１） 

までご連絡ください。 

優勝 もえぎ野中Ｃ 第 9位 中和田中Ｂ 
準優勝 逗子開成中Ｃ 第 10位 市場中Ａ 
第３位 橘中Ａ 第 11位 蒔田中Ｃ 
第４位 田奈中Ｂ 第 12位 瀬谷中Ｃ 
第５位 中和田中Ａ 第 13位 田奈中Ａ 
第６位 西高津中 第 14位 横浜中Ｅ 

第７位 田奈中Ｃ 第 15位 西柴中Ｂ 
第８位 西中原中Ｃ 第 16位 大和中Ｅ 

優勝 生麦中Ｂ 第 9位 生麦中Ａ 
準優勝 いずみ野中Ｃ 第 10位 西中Ｂ 
第３位 あざみ野中 第 11位 鶴ヶ台中Ｂ 
第４位 西中Ａ 第 12位 田奈中Ｅ 
第５位 鶴ヶ台中Ａ 第 13位 横浜中Ｆ 
第６位 桐蔭学園中Ｄ 第 14位 蒔田中Ｅ 

第７位 蒔田中Ｄ 第 15位 市場中Ｂ 
第８位 田奈中Ｄ 第 16位 大和中Ｆ 

優勝 もえぎ野中Ｄ 第 9位 中和田中Ｃ 
準優勝 上飯田中Ｃ 第 10位 橘中Ｂ 
第３位 六つ川西小 第 11位 岡津小 
第４位 有鹿小 第 12位 希望ヶ丘小Ｂ 
第５位 深谷中Ｂ 第 13位 生麦中Ｃ 
第６位 市場中Ｃ 第 14位 蒔田中Ｆ 

第７位 希望ヶ丘小Ａ 第 15位 中沢小Ｂ 
第８位 田奈中Ｆ 



－8－ 

今回も無事に大会を終えることができましたことを、関係した皆様方に厚く御礼を申し上げます。

次回の大会も大いに盛り上がるよう、スタッフ一同、全力を尽くしてまいります。今後とも皆様のご

理解とご協力、ご参加の程、よろしくお願いいたします。 
 

文責 横浜市立六つ川西小学校 松尾 哲博 


