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平成２１年８月３１日（月） 
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 

 

第８回 小中学校 将棋大会（夏季大会） 

結果詳報 
１ はじめに 

まだまだ汗ばむ残暑の厳しい中、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、平成２１年８月８日（土）

に開催いたしました。 
 開催にあたり、ご後援いただいた各団体をご紹介

します。神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会を

はじめ、横浜市開港１５０周年・創造都市事業本部、

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、横浜

コスモポリタンライオンズクラブ、神奈川新聞社、 
            開会式の様子 
読売新聞東京本社横浜支局、の各団体の皆様です。今回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。 
 
日本将棋連盟からは、勝又清和六段においで

いただきました。すっかり顔なじみとなり、子

どもたちとも打ち解けた感のある勝又六段。今

回も審判長を快くお引き受けいただくとともに、

児童生徒の指導にあたってくださいました。さ

らに北島忠雄六段、瀬川晶司四段、早水千紗女

流二段も、お忙しい合間を縫って子どもたちの

ために駆けつけてくださいました。プロの方々

とのふれあいが子どもたちにとって、何よりの

ご褒美となったことでしょう。紙面を借り、お

礼を申し上げます。 
                               指導対局の様子 
特筆すべきは、日本将棋連盟から連盟理事上野和裕五段が駆け付けて下さったことです。いかに将棋

連盟がこの大会を注目しているかを、如実に示しています。 
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２ 大会内容について 
（１）大会概要 
今回初の試みとなった「予選会」についてご報告いたします。これまで参加チーム数が予定よりも多

い場合には、会場の都合上、各学校にチーム数を調整していただいていましたが、今大会はすべてのエ

ントリーチームが大会に参加できるようにと考え、8 月３日（月）に予選会を行いました。申し込みの
際の棋力をもとに、初級Ⅰ、Ⅱ組に参加予定の３６チームが集まり、本戦に出場できる２５の枠をかけ

て戦いました。 
初級チームによる予選会には、本戦入りを決め

るという実質的な面とは別に、今までの大会では

なかなかできなかった、将棋を覚え始めた子ども

たちに対する手厚い指導、という側面もあります。

将棋の歴史、ルール、マナーなど、知れば知るほ

ど奥の深さが感じられる将棋。残念ながら予選通

過がかなわなかったチームも、次の機会に一回り

も二回りも大きく成長して、再び出場することを

願っています。     
 

本戦一斉対局の様子 
予選会を勝ち抜いた２５チームを含め、９６チームが 8月８日（土）の本戦に臨みました。総合棋力
上位のチームから、王位戦と上級戦Ⅰ組にそれぞれ８チーム、上級戦Ⅱ組から初級戦Ⅱ組にそれぞれ１

６チームに分かれて、力のこもった熱戦が繰り広げられました。各リーグの結果は次の通りです。 
 
 
（２）大会結果 

①王位戦の部 
【全勝賞】 
栄光学園中Ａ 尾高 彰一郎さん    
栄光学園中Ａ 安達 公亮さん    
南が丘中 本間 聡さん 

 
 
 

②上級戦Ⅰ組の部 
【全勝賞】 
もえぎ野中Ａ 高橋 征さん    
もえぎ野中Ａ 小川 拓馬さん    
 
 

 
 

優勝 栄光学園中Ａ 第５位 横浜中Ａ 
準優勝 南が丘中 第６位 横浜中Ｃ 
第３位 湘南学園中Ａ 第７位 横浜中Ｂ 
第４位 逗子開成中Ａ 第８位 蒔田中Ａ 

優勝 もえぎ野中Ａ 第５位 市場中Ａ 
準優勝 西柴中Ａ 第６位 田奈中Ａ 
第３位 舞岡中Ａ 第７位 つつじが丘小 
第４位 中田中Ａ 第８位 神大附属中Ａ 
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③上級戦Ⅱ組の部 
【全勝賞】 
  栄光学園中Ｂ 田辺 純一さん     

原中Ａ 木村 将弥さん    
精華小 前田 隼人さん 

  桜井小 小川 仁樹さん    
西が岡小 島本 航輔さん 
 
 
 

 
 

  ④中級戦Ⅰ組の部 
【全勝賞】 
  湘南学園中Ｂ 郷田 貴裕さん    

湘南学園中Ｂ 高畑 亮介さん 
もえぎ野中Ｄ 荒木 洋太朗さん 
舞岡中Ｅ 山口 篤寛さん 
川崎橘中 遠藤 滉斗さん 

 
 

 
 
 
⑤中級戦Ⅱ組の部 

【全勝賞】 
  深谷中 狩野 竜太さん    

湘南学園中Ｃ 大越 真悟さん 
六会小 楠元 匠さん 
鴨居中Ｃ 宮崎 貴生さん 
鶴が台中Ｂ 亀井 優亮さん 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

優勝 栄光学園中Ｂ 第 9位 西が岡小 
準優勝 原中Ａ 第 10位 舞岡中Ｄ 
第３位 逗子開成中Ｂ 第 11位 柏ヶ谷中Ａ 
第４位 もえぎ野中Ｂ 第 12位 関東学院中Ａ 
第５位 精華小 第 13位 鶴が台中Ａ 
第６位 法政第二中Ａ 第 14位 舞岡中Ｃ 

第７位 桜井小 第 15位 舞岡中Ｂ 
第８位 樽町中Ａ 第 16位 西高津中 

優勝 湘南学園中Ｂ 第 9位 横浜中Ｄ 
準優勝 日限山中 第 10位 中田中Ｂ 
第３位 もえぎ野中Ｄ 第 11位 川崎橘中 
第４位 舞岡中Ｅ 第 12位 東山田中 
第５位 横浜中Ｅ 第 13位 もえぎ野中Ｃ 
第６位 原中Ｂ 第 14位 蒔田中Ｂ 

第７位 逗子開成中Ｃ 第 15位 西中 
第８位 軽井沢中Ａ 第 16位 西柴中Ｂ 

優勝 深谷中 第 9位 鴨居中Ｃ 
準優勝 湘南学園中Ｃ 第 10位 相模が丘中Ａ 
第３位 六会小 第 11位 法政第二中Ｂ 
第４位 中和田小 第 12位 市場中Ｂ 
第５位 西柴中Ｃ 第 13位 中田中Ｃ 
第６位 中和田中 第 14位 鶴が台中Ｃ 

第７位 七里が浜小 第 15位 鶴が台中Ｂ 
第８位 港南台第二小 第 16位 相模が丘中Ｂ 
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⑥初級戦Ⅰ組の部 
【全勝賞】 
  西中原中Ｂ 近藤 礼任さん     

西柴中Ｄ 山中 満寛さん 
西中原中Ａ 乗田 有咲さん 

  いずみ野中Ａ 酒巻 渓太さん    
 
 
 
 

 
⑦初級戦Ⅱ組の部 

【全勝賞】 
  原中Ｃ 蒔田 和樹さん    
茅ヶ崎中Ｃ 本田 悠人さん    
茅ヶ崎中Ａ 江袋 真怜さん 

 
 
 
 
 

 
３ 連絡 

次回の大会は、神奈川県小中学校将棋連盟主催による第９回神奈川県小中学校将棋大会（冬季大会）

です。期日は平成２１年１２月２６日（土）、会場は、今回と同じ、横浜市技能文化会館です。試合

の内容や形式もまた、今回の夏季大会（第８回神奈川県小中学校将棋大会）と同様に行う予定ですが、

参加チーム数によって若干の変更等がありますので、後日配布する第９回大会の開催要項をご覧くだ

さい。参加申し込みの際には、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ご意見等がございましたら、いつでもご連絡ください。また、大会の準

備や運営をお手伝いしていただける方がいらっしゃいましたら、こちらもまたご連絡をお待ちしてお

ります。ご連絡はすべて 
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。

冬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。 
なお、冬季大会に向けての合同練習会は、都合により中止とさせていただきます。 

 
文責 横浜市立六つ川西小学校 松尾 哲博 

優勝 西中原中Ｂ 第 9位 柏ヶ谷中Ｃ 
準優勝 西柴中Ｄ 第 10位 西中原中Ｃ 
第３位 西中原中Ａ 第 11位 柏ヶ谷中Ｂ 
第４位 芹が谷中 第 12位 軽井沢中Ｂ 
第５位 湘南学園中Ｄ 第 13位 鴨居中Ａ 
第６位 いずみ野中Ａ 第 14位 上飯田中 
第７位 六つ川西小 第 15位 いずみ野中Ｂ 
第８位 国大附属中 第 16位 栄光学園中Ｃ 

優勝 原中Ｃ 第 9位 西中原中Ｄ 
準優勝 中沢小 第 10位 横浜中Ｇ 
第３位 もえぎ野中Ｅ 第 11位 茅ヶ崎中Ｃ 
第４位 田奈中Ｆ 第 12位 田奈中Ｄ 
第５位 横浜中Ｆ 第 13位 茅ヶ崎中Ｂ 
第６位 蒔田中Ｃ 第 14位 田奈中Ｃ 
第７位 鴨居中Ｂ 第 15位 茅ヶ崎中Ａ 
第８位 田奈中Ｅ 第 16位 関東学院中Ｂ 


