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平成２２年７月５日 
神奈川県小中学校長様 
横浜市小中学校長様 
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 

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 

結果詳報 

１ はじめに  
 ７月に入り、いよいよ夏本番を迎えた今日この頃、皆様方にはご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さてこのたび、標記の「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」大会を、平成２２

年６月６日（日）に横浜市技能文化会館にて開催いたしました。今回は、日本将棋連盟神奈川県支部連合会が

主催し、それを神奈川県小中学校将棋連盟が委託を受けるとい

う形での開催です。 
今大会への参加チームは、小学校が１２校１４チーム、中学

校が３５校８３チーム（うち、私立校が９校２５チーム）。特筆

すべきは、女子生徒の参加が増えたこと。男子の児童生徒が多

い中、負けじと活躍していた姿が印象的でした。女子児童生徒

の間にも将棋を浸透させていくが、この大会や将棋界全体のさ

らなる発展につながると思います。 

そして、特筆すべきもう１点は、大会参加チーム数が飛躍的 

開会式であいさつをする関田会長      に増えたこと。これまで、開催の時期的なことや、“文部科学大

臣杯”という冠名のためか、参加数が少なかったのですが、今年は多くの学校、チームに参加していただいた

ことをうれしく思います。それだけ将棋に取り組む学校や部活動が県内に広がりを見せ、児童生徒の力が向上

しているあらわれと言えるのではないでしょうか。 

子どもたちの対局を正しく判定するために、今回も日本将棋連盟のプロ棋士である勝又清和六段を審判長に

迎え、結果に厳しく児童生徒にやさしく指導していただきました。心から感謝申し上げます。また会場には、

多数の保護者の方々が見受けられました。熱戦を繰り広げる子どもたちの周りから、真剣な眼差しで見つめる

姿に、子どもたちに限らず、将棋に対する皆様の関心の高さがうかがえました。 
 
２ 大会概要と結果 
【小学校】 
３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、４つの予選リーグに分かれて対局。その

結果から、各リーグの同順位チームごとで決勝リーグを編成。

決勝リーグでの１～３位を、神奈川県代表として決定しました。 
 
 

                           会場の様子 
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＜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 

 
 
 
 
 
 
 
 

【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。 
（１）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 

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 

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 



- 3 - 

（２）交流戦リーグ 

中級①                              

＜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 
 

 

 

 

 

☆中学校リーグでは、私立強豪校の中、公立中の健闘が光りま

した。全体のレベルの底上げを感じさせる結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

対局の様子 

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 

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 



- 4 - 

３ お知らせ 
次の大会は、神奈川県小中学校将棋連盟主催による夏季大会（第１０回神奈川県小中学校将棋大会）となり

ます。今年も参加申し込みチーム数が多く、期日を分けて初級戦で予選会を行う予定です。 
予選会…平成２２年８月３日（火） 横浜市青少年育成センターにて 
本 戦…平成２２年８月７日（土） 横浜市技能文化会館にて 

 
 今回も無事に大会を終えることができましたのは、力の限り対局を行い、大会会場の準備や後片付けまで率

先して行ってくれた児童生徒のみなさんをはじめ、大会の趣旨をご理解いただいて引率に来ていただいた方々

や関係した皆様方のご理解とご協力のおかげです。厚くお礼を申し上げます。 
 次の夏季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。 
 

（文責 横浜市立六つ川西小学校 松尾 哲博） 


