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第７回 小中学校 将棋大会（冬季大会） 

結果詳報 
 
明けましておめでとうございます。新たな年を迎え、皆様方にはご健勝のこととお喜び申し上げます。 
 さて、標記の大会を、昨年末の平成２０年１２月２６日（金）に開催いたしました。 

 今回も、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』（ＩＳＰＳ）、東

京アマチュア将棋連盟、神奈川新聞社、読売新聞

東京本社横浜支局各位から後援をいただき、盛会

裏に終了しましたのは、皆様方のご協力の賜物と

感謝申し上げます。 
開会式では、多くの来賓の方々にお越しいただ

き、日本の伝統文化である将棋のすばらしさと、

その将棋を多くの人に伝えていくことの大切さを

伝えていただき、まさにこれらを実践する形で、 
                開会式の様子                           日本将棋連盟からは、理事代行として勝又清和六

段と、早水千紗女流二段においでいただきました。勝又六段には、今回、審判長も引き受けていただい

ています。 
勝又六段、早水女流二段には、

ホールの一角を使って、子ども

たちのために多面指しの指導対

局コーナーを開いて、将棋の指

導をお願いいたしました。指導

対局であっても、盤面を見つめ

る表情は、さすがプロ。指導に

かける熱い思いが一手一手の指

し手に表れて、また、局後の指導             指導対局の様子 
する場面では、子どもたちにわかるように、ていねいに詳しく教えていただきました。プロ棋士の先生

を相手にして物怖じせずに堂々と戦い、また直接将棋を教えてもらって、指し手をほめられた子どもた

ちのうれしそうな姿が、とても印象に残ります。 



－2－ 

第７回 小中学校将棋大会について 
１ 大会概要 
大会運営においては、王位戦から初級戦Ⅱ組まで、４つのランク・６つのブロックに分け、王位戦を

１２チーム、上級戦から初級戦Ⅱ組までのブロックを１６チームずつに編成。王位戦は６チームごとに、

上級戦から初級戦は４チームごとに分けてリーグ戦を行い、その後の順位戦によって、順位を競いまし

た。中級以上は対局時計を使い、王位戦は持ち時間１０分、上級戦と中級戦は持ち時間１５分、それを

使い終わったら１手３０秒未満で指すルールで、対局を行いました。 
王位戦では、全勝者がなしとなるほどの接戦。

きわどい勝負の中で、優勝、王位のタイトルを

とったのは横浜中Ａでした。 
上級戦の優勝となった日吉台西中Ａからは、

柏本智史さんと大場智昭さんが全勝。第６回

大会（夏季）での中級戦に引き続いての全勝

となりました。 
同様に２大会連続で全勝を飾ったのは、中

級戦、もえぎ野中Ｂの松田怜さんと、初級戦、

中和田小の大滝紘康さん。今後も連勝記録を

伸ばしていってほしいと思います。 
一斉対局の様子           

 
２ 大会結果 
 （１）各ブロックの結果 

①王位戦の部 

【全勝者】 
なし    

 
②上級戦の部 

【全勝者】 
日吉台西中Ａ 柏本 智史さん    
日吉台西中Ａ 大場 智昭さん    
栄光学園中Ｂ 渋谷 和樹さん 

  横浜中Ｃ 持田 章弘さん 

優勝 横浜中Ａ 第４位 関東学院中Ａ 
準優勝 湘南学園中Ａ 第５位 栄光学園中Ａ 
第３位 逗子開成中Ａ 第６位 横浜中Ｂ 

優勝 日吉台西中Ａ 第５位 市場中Ａ 
準優勝 栄光学園中Ｂ 第６位 樽町中Ｂ 
第３位 横浜中Ｃ 第７位 原中Ａ 
第４位 神奈川大付属中Ａ 第８位 法政二中Ｂ 
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  ③中級戦Ⅰ組の部 

【全勝者】 
  もえぎ野中Ａ 小川 拓馬さん     
横浜中Ｅ 龍澤 律さん    
笹野台小 森尻 耕平さん 

  関東学院中Ｂ 高階 友博さん    
 

  ④中級戦Ⅱ組の部 

【全勝者】 
  聖光学院中Ｂ 鶴岡 義崇さん    
聖光学院中Ｂ 野中 浩己さん 

  日限山中 池田 勇人さん 
  もえぎ野中Ｂ 松田 怜さん 
 
  ⑤初級戦Ⅰ組の部 

【全勝者】 
  中和田小 大滝 紘康さん     
西柴中Ｂ 大田 和哉さん 

  舞岡中Ｆ 井上 翔太さん    
 

⑥初級戦Ⅱ組の部 

【全勝者】 
  もえぎ野中Ｃ 西口 孝裕さん    

優勝 もえぎ野中Ａ 第５位 笹野台小 
準優勝 逗子開成中Ｄ 第６位 樽町中Ｃ 
第３位 横浜中Ｅ 第７位 鶴ヶ台中Ａ 
第４位 逗子開成中Ｃ 第８位 鶴ヶ台中Ｂ 

優勝 聖光学院中Ｂ 第５位 日限山中 
準優勝 湘南学園中Ｄ 第６位 原中Ｂ 
第３位 西柴中Ａ 第７位 横浜中Ｆ 
第４位 西高津中 第８位 もえぎ野中Ｂ 

優勝 大和中 第５位 舞岡中Ｆ 
準優勝 中和田小 第６位 法政二中Ａ 
第３位 西柴中Ｂ 第７位 鴨居中Ｃ 
第４位 相模丘中Ａ 第８位 西柴中Ｃ 

優勝 もえぎ野中Ｃ 第５位 西中原中Ｃ 
準優勝 西中原中Ｂ 第６位 本宿小Ｂ 
第３位 本宿小Ａ 第７位 岡津小Ｂ 
第４位 希望が丘小 第８位 橘中 
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本宿小Ａ 安藤 佑さん 
西中原中Ｃ 山口 隆美さん 

  岡津小Ｂ 増村 尚多朗さん 
 
 （２）段位認定者 
      横浜中Ａ     川森 成輝さん   三段認定 
      湘南学園中Ａ 長谷川 典彦さん 三段認定 
 
３ 連絡 
次回の大会は、日本将棋連盟神奈川県支部連合会と神奈川県小中学校将棋連盟の主催による、文部

科学大臣杯 第５回 神奈川県小中学校団体戦 神奈川県予選が、平成２１年５月３１日（日）に行

われます。この大会は、勝ち上がっていくと次に東日本大会、さらには全国大会へと進むことができ

る予選会です。昨年は、神奈川県予選を通過した富岡東中が、東日本大会も勝ち進み、全国２位とな

りました。 
会場は、今回と同じ、横浜市技能文化会館です。試合の内容や形式は、追って連絡いたします。全

国大会を目指す人でも、皆との交流を楽しむ人でも、誰もが参加できます。子どもたちの力試しと意

欲、棋力の向上のために、奮ってご参加ください。 
その文部科学大臣杯に向けて、青葉区・泉区・南区 将棋合同練習会を行います。詳しくは下記の

通りです。 
記 

１ 日 時 ２００９年３月１５日（日）９：３０～１６：００（予定） 
２ 会 場 横浜市青少年育成センター 

（関内ホール地下２階；ＴＥＬ０４５－６６４－６２５１） 
３ 主 催 青葉区・泉区・南区小中学校将棋部顧問 

     後 援 神奈川県小中学校将棋連盟 
４ 内 容 参加者による対局、将棋講座及び指導対局（予定） 
５ 参加費 未定（前回は５００円。参加人数等によって、変更があります。また、当日欠席の

場合でも、参加費は納入していただきます。） 
６ 連絡先 横浜市立もえぎ野中学校 阿部 まで（ＴＥＬ０４５－９７１－７８５５） 

                          （ＦＡＸ０４５－９７２－７４２７） 
以上 

 
落し物として、マフラーが届いています。お心当たりの方は、神奈川県小中学校将棋連盟 事務局 中

和田中 玉井まで。また、大会の運営や会場について等、ご意見やお考えなどもございましたら、同
様に、中和田中 玉井までよろしくお願いいたします。 
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お礼を申し上げます。

次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。 
 

文責 横浜市立六つ川西小学校 松尾 哲博 


