
松松松松    山山山山    将将将将    棋棋棋棋    セセセセ    ンンンン    タタタタ        
    平成２５年１２平成２５年１２平成２５年１２平成２５年１２月２８月２８月２８月２８日日日日毎月１回発行毎月１回発行毎月１回発行毎月１回発行第１１０第１１０第１１０第１１０号松山坊っちゃん支部道場号松山坊っちゃん支部道場号松山坊っちゃん支部道場号松山坊っちゃん支部道場    松山市天山１１２８天山スカイビル松山市天山１１２８天山スカイビル松山市天山１１２８天山スカイビル松山市天山１１２８天山スカイビル 2F2F2F2F    

    香香香香    歩歩歩歩    新新新新    聞聞聞聞    ０８９９２１５３８７０８９９２１５３８７０８９９２１５３８７０８９９２１５３８７    

★第３６回手合い割大会★第３６回手合い割大会★第３６回手合い割大会★第３６回手合い割大会    １２月１２月１２月１２月    ８８８８日（日）日（日）日（日）日（日）    

優勝優勝優勝優勝    松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段        準優勝準優勝準優勝準優勝    田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級        ３位３位３位３位    坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ    

                                                ４位４位４位４位    尾埼尾埼尾埼尾埼    啓３級啓３級啓３級啓３級        ５位５位５位５位    佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級    

★★★★第９２回月例レーティング大会第９２回月例レーティング大会第９２回月例レーティング大会第９２回月例レーティング大会    １２月１５１２月１５１２月１５１２月１５日（日日（日日（日日（日））））    

Ｓ級Ｓ級Ｓ級Ｓ級    優勝優勝優勝優勝    松坂燿一郎（松坂燿一郎（松坂燿一郎（松坂燿一郎（１９７７１９７７１９７７１９７７）準優勝）準優勝）準優勝）準優勝    小西信樹（小西信樹（小西信樹（小西信樹（１９２５）１９２５）１９２５）１９２５）    ３位３位３位３位    坪内達平（坪内達平（坪内達平（坪内達平（１９８６１９８６１９８６１９８６））））        

Ａ級Ａ級Ａ級Ａ級    優勝優勝優勝優勝    垣生蒼月垣生蒼月垣生蒼月垣生蒼月    （（（（１６４１１６４１１６４１１６４１）準優勝）準優勝）準優勝）準優勝    中村幸佑（中村幸佑（中村幸佑（中村幸佑（１６７６１６７６１６７６１６７６））））    ３位３位３位３位    井上高徳（井上高徳（井上高徳（井上高徳（１６１８１６１８１６１８１６１８））））    

Ｂ級Ｂ級Ｂ級Ｂ級    優勝優勝優勝優勝    佐々木優綺（佐々木優綺（佐々木優綺（佐々木優綺（１５１９１５１９１５１９１５１９）準優勝）準優勝）準優勝）準優勝    福井流一郎（福井流一郎（福井流一郎（福井流一郎（１５５１１５５１１５５１１５５１）３位）３位）３位）３位    浅井辰郎（浅井辰郎（浅井辰郎（浅井辰郎（１４９９１４９９１４９９１４９９））））    

Ｃ級Ｃ級Ｃ級Ｃ級    優勝優勝優勝優勝    柚山健造柚山健造柚山健造柚山健造    （（（（１３９８１３９８１３９８１３９８））））準優勝準優勝準優勝準優勝    桑名房征（桑名房征（桑名房征（桑名房征（１３７０１３７０１３７０１３７０））））    ３位３位３位３位    藤原敬造（藤原敬造（藤原敬造（藤原敬造（１３７１１３７１１３７１１３７１））））    

★★★★児島子ども将棋教室クリスマス大会児島子ども将棋教室クリスマス大会児島子ども将棋教室クリスマス大会児島子ども将棋教室クリスマス大会    １２月２３日（祝１２月２３日（祝１２月２３日（祝１２月２３日（祝））））    

Ａ級（有段者）Ａ級（有段者）Ａ級（有段者）Ａ級（有段者）        優勝優勝優勝優勝    越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格    準優勝準優勝準優勝準優勝    福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段    ３位３位３位３位    竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級    

Ｂ級（１級～５Ｂ級（１級～５Ｂ級（１級～５Ｂ級（１級～５級）級）級）級）優勝優勝優勝優勝    小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級        準優勝準優勝準優勝準優勝    西上武志３級西上武志３級西上武志３級西上武志３級        ３位３位３位３位    宮浦宮浦宮浦宮浦    猛４級猛４級猛４級猛４級    

Ｃ級（６Ｃ級（６Ｃ級（６Ｃ級（６級以下）級以下）級以下）級以下）    優勝優勝優勝優勝    高橋裕吏７級高橋裕吏７級高橋裕吏７級高橋裕吏７級        準優勝準優勝準優勝準優勝    関家丸華９級関家丸華９級関家丸華９級関家丸華９級        ３位３位３位３位    児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級    

Ｄ級（１０級以下）Ｄ級（１０級以下）Ｄ級（１０級以下）Ｄ級（１０級以下）優勝優勝優勝優勝    和田希星１０級和田希星１０級和田希星１０級和田希星１０級    準優勝準優勝準優勝準優勝    二神天河１８級二神天河１８級二神天河１８級二神天河１８級    ３位３位３位３位    山田哲郎１２級山田哲郎１２級山田哲郎１２級山田哲郎１２級    

土・日曜祝日手合い割りトーナメント成績土・日曜祝日手合い割りトーナメント成績土・日曜祝日手合い割りトーナメント成績土・日曜祝日手合い割りトーナメント成績    

１２月１２月１２月１２月    ７日（土）７日（土）７日（土）７日（土）                                                    １２月１２月１２月１２月    ８日（日）８日（日）８日（日）８日（日）    

優勝優勝優勝優勝    紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格    ２位２位２位２位    小松孝男１級小松孝男１級小松孝男１級小松孝男１級        優勝優勝優勝優勝    坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ    ２位２位２位２位    渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段    

１２月１４日（土）１２月１４日（土）１２月１４日（土）１２月１４日（土）                                                    １２月１５日（日）１２月１５日（日）１２月１５日（日）１２月１５日（日）        

優勝優勝優勝優勝    竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級        ２位２位２位２位    廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段        優勝優勝優勝優勝    中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        2222 位位位位    渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段    

１２１２１２１２月２１日（土）月２１日（土）月２１日（土）月２１日（土）                                                    １２月２２日（日）１２月２２日（日）１２月２２日（日）１２月２２日（日）    

優勝優勝優勝優勝    宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級        ２位２位２位２位    中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        優勝優勝優勝優勝    坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ    2222 位位位位    廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段    

１２月２３日（祝）１２月２３日（祝）１２月２３日（祝）１２月２３日（祝）                                                        

優勝優勝優勝優勝    垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格    ２位２位２位２位    竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級竹森恭平１級            

○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者        ○リビングカルチャー昇級者○リビングカルチャー昇級者○リビングカルチャー昇級者○リビングカルチャー昇級者        ○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者○文化健康センター昇級者    

石川雅久二段→三段へ石川雅久二段→三段へ石川雅久二段→三段へ石川雅久二段→三段へ                西村ゆかり９級→８級へ西村ゆかり９級→８級へ西村ゆかり９級→８級へ西村ゆかり９級→８級へ                徳田美奈子８級→７級へ徳田美奈子８級→７級へ徳田美奈子８級→７級へ徳田美奈子８級→７級へ    

手合い割り戦１０月～１２手合い割り戦１０月～１２手合い割り戦１０月～１２手合い割り戦１０月～１２月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（１２月２４日現在）（１２月２４日現在）（１２月２４日現在）（１２月２４日現在）一般一般一般一般    級位者級位者級位者級位者    

対局数対局数対局数対局数部門部門部門部門                                        勝数部門勝数部門勝数部門勝数部門                                        勝率部門勝率部門勝率部門勝率部門    

①田中亮典１級①田中亮典１級①田中亮典１級①田中亮典１級    ２１９２１９２１９２１９局局局局        ①①①①田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級    １０２１０２１０２１０２勝勝勝勝        ①①①①宇都宮昌弘２級宇都宮昌弘２級宇都宮昌弘２級宇都宮昌弘２級        0.6250.6250.6250.625    

②②②②宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級    １６９１６９１６９１６９局局局局        ②②②②宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級        ８４８４８４８４勝勝勝勝            ②②②②井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級            0.0.0.0.545545545545    

③栗原雅人５級③栗原雅人５級③栗原雅人５級③栗原雅人５級    １０７局１０７局１０７局１０７局        ③井上憲一１級③井上憲一１級③井上憲一１級③井上憲一１級        ４２４２４２４２勝勝勝勝        ③佐藤健一１級③佐藤健一１級③佐藤健一１級③佐藤健一１級            0.5380.5380.5380.538    

④井上憲一１級④井上憲一１級④井上憲一１級④井上憲一１級        ７７局７７局７７局７７局        ④栗原雅人５級④栗原雅人５級④栗原雅人５級④栗原雅人５級        ３７勝３７勝３７勝３７勝        ④宮田秀則２級④宮田秀則２級④宮田秀則２級④宮田秀則２級            0.4970.4970.4970.497    

⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級        ６５局６５局６５局６５局        ⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級⑤佐藤健一１級        ３５３５３５３５勝勝勝勝        ⑤田中亮典１級⑤田中亮典１級⑤田中亮典１級⑤田中亮典１級            0.4660.4660.4660.466    

⑥河本満久２級⑥河本満久２級⑥河本満久２級⑥河本満久２級        ５５局５５局５５局５５局        ⑥河本満久２級⑥河本満久２級⑥河本満久２級⑥河本満久２級        １７勝１７勝１７勝１７勝        ⑥栗原雅人５級⑥栗原雅人５級⑥栗原雅人５級⑥栗原雅人５級            0.3460.3460.3460.346    

⑦岡部憲三２級⑦岡部憲三２級⑦岡部憲三２級⑦岡部憲三２級        ２４局２４局２４局２４局        ⑦宇都宮昌弘２級⑦宇都宮昌弘２級⑦宇都宮昌弘２級⑦宇都宮昌弘２級    １０勝１０勝１０勝１０勝        ⑦河本満久２級⑦河本満久２級⑦河本満久２級⑦河本満久２級            0.3090.3090.3090.309    

⑧宇都宮昌弘２級⑧宇都宮昌弘２級⑧宇都宮昌弘２級⑧宇都宮昌弘２級    １６局１６局１６局１６局        ⑧新名義輝１級⑧新名義輝１級⑧新名義輝１級⑧新名義輝１級            ９勝９勝９勝９勝            

⑨光田大吉２級⑨光田大吉２級⑨光田大吉２級⑨光田大吉２級        １４局１４局１４局１４局        ⑧光田大吉２級⑧光田大吉２級⑧光田大吉２級⑧光田大吉２級            ８勝８勝８勝８勝            

⑩新名義輝１⑩新名義輝１⑩新名義輝１⑩新名義輝１級級級級        １２局１２局１２局１２局        ⑩⑩⑩⑩岡部憲三２級岡部憲三２級岡部憲三２級岡部憲三２級            ７勝７勝７勝７勝            

次点赤堀圭一３級次点赤堀圭一３級次点赤堀圭一３級次点赤堀圭一３級    １１局１１局１１局１１局    次点三谷和彦４級次点三谷和彦４級次点三谷和彦４級次点三谷和彦４級            ６勝６勝６勝６勝            

☆３部門トップ５☆３部門トップ５☆３部門トップ５☆３部門トップ５    佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級        井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級        宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級    



道場手合い割戦道場手合い割戦道場手合い割戦道場手合い割戦昇段昇段昇段昇段級級級級者者者者            子ども教室昇段級子ども教室昇段級子ども教室昇段級子ども教室昇段級者者者者                    子ども子ども子ども子ども教室教室教室教室昇級者昇級者昇級者昇級者入門入門入門入門者者者者                                                                                                                                                    

五段五段五段五段    山根ことみＳ五段へ山根ことみＳ五段へ山根ことみＳ五段へ山根ことみＳ五段へ    初段初段初段初段    尾埼尾埼尾埼尾埼    啓啓啓啓        二二二二段段段段へへへへ                ８級８級８級８級    小野小野小野小野    寛生寛生寛生寛生    ７級へ７級へ７級へ７級へ

二段格越智二段格越智二段格越智二段格越智    静司静司静司静司    二段へ二段へ二段へ二段へ    ２級２級２級２級    今本真二郎今本真二郎今本真二郎今本真二郎    １級１級１級１級へへへへ                ９９９９級級級級    戸巻戸巻戸巻戸巻    陽翔陽翔陽翔陽翔    ８８８８級へ級へ級へ級へ    

１１１１級級級級    竹森竹森竹森竹森    恭平初段格へ恭平初段格へ恭平初段格へ恭平初段格へ    ２級２級２級２級    甲谷甲谷甲谷甲谷    康博康博康博康博    １級１級１級１級へへへへ                ９級９級９級９級    加藤加藤加藤加藤    彰悟彰悟彰悟彰悟    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

１級１級１級１級    小松小松小松小松    孝男初段格へ孝男初段格へ孝男初段格へ孝男初段格へ    ３級３級３級３級    山田山田山田山田    純香純香純香純香    ２２２２級へ級へ級へ級へ                ９級９級９級９級    濱口来唯知濱口来唯知濱口来唯知濱口来唯知    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

２級２級２級２級    平井平井平井平井    直季直季直季直季    １級へ１級へ１級へ１級へ    ４級４級４級４級    松岡松岡松岡松岡    駿駿駿駿        ３３３３級へ級へ級へ級へ                ９級９級９級９級    鈴木帆乃風鈴木帆乃風鈴木帆乃風鈴木帆乃風    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

３級３級３級３級    西上西上西上西上    武志武志武志武志    ２級へ２級へ２級へ２級へ    ４級４級４級４級    山内創太郎山内創太郎山内創太郎山内創太郎    ３３３３級へ級へ級へ級へ                ９級９級９級９級    坂本しおり坂本しおり坂本しおり坂本しおり    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

５級５級５級５級    三谷三谷三谷三谷    和彦和彦和彦和彦    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ４級４級４級４級    清水清水清水清水    太朗太朗太朗太朗    ３級へ３級へ３級へ３級へ                入門入門入門入門    小林小林小林小林    眞人眞人眞人眞人    ８級８級８級８級    

５級５級５級５級    今本真二郎今本真二郎今本真二郎今本真二郎    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ４級４級４級４級    河江河江河江河江    裕哉裕哉裕哉裕哉    ３級へ３級へ３級へ３級へ            １０級１０級１０級１０級    森木森木森木森木    一総一総一総一総    ９級へ９級へ９級へ９級へ    

９級９級９級９級    佐川佐川佐川佐川    天優天優天優天優    ８級へ８級へ８級へ８級へ    ５級５級５級５級    新居田修基新居田修基新居田修基新居田修基    ４級へ４級へ４級へ４級へ            １０級１０級１０級１０級    平田平田平田平田    悠隼悠隼悠隼悠隼    ９級へ９級へ９級へ９級へ    

９級９級９級９級    関家関家関家関家    丸華丸華丸華丸華    ８級へ８級へ８級へ８級へ    ６級６級６級６級    野中野中野中野中    敦士敦士敦士敦士    ５級へ５級へ５級へ５級へ            １０級１０級１０級１０級    伊予岡侑希伊予岡侑希伊予岡侑希伊予岡侑希    ９級へ９級へ９級へ９級へ    

１０級関家１０級関家１０級関家１０級関家    丸華丸華丸華丸華    ９級へ９級へ９級へ９級へ    ６級６級６級６級    宮内宮内宮内宮内    陸聖陸聖陸聖陸聖    ５級へ５級へ５級へ５級へ            １０級１０級１０級１０級    濱口来唯武濱口来唯武濱口来唯武濱口来唯武    ９級へ９級へ９級へ９級へ    

１０級佐川１０級佐川１０級佐川１０級佐川    天優天優天優天優    ９級へ９級へ９級へ９級へ    ７級７級７級７級    松岡松岡松岡松岡    侑吾侑吾侑吾侑吾    ６級へ６級へ６級へ６級へ                入門入門入門入門    平田平田平田平田    悠隼１０級悠隼１０級悠隼１０級悠隼１０級    

１０級山田１０級山田１０級山田１０級山田    哲郎哲郎哲郎哲郎    ９級へ９級へ９級へ９級へ    ７級７級７級７級    越智越智越智越智    颯人颯人颯人颯人    ６６６６級へ級へ級へ級へ                入門入門入門入門    森木森木森木森木    一総１０級一総１０級一総１０級一総１０級    

１０級和田１０級和田１０級和田１０級和田    希星希星希星希星    ９級へ９級へ９級へ９級へ    ７７７７級級級級    相馬相馬相馬相馬    怜奈怜奈怜奈怜奈    ６６６６級へ級へ級へ級へ                入門入門入門入門    森森森森    恒成恒成恒成恒成    １０級１０級１０級１０級    

１１級藤原１１級藤原１１級藤原１１級藤原    生生生生    １０級へ１０級へ１０級へ１０級へ    ７級７級７級７級    有吉有吉有吉有吉    秀成秀成秀成秀成    ６級へ６級へ６級へ６級へ                入門入門入門入門    小野真悠子１０級小野真悠子１０級小野真悠子１０級小野真悠子１０級    

１１級関家１１級関家１１級関家１１級関家    丸華１０級へ丸華１０級へ丸華１０級へ丸華１０級へ    ７級７級７級７級    児島児島児島児島    純輝純輝純輝純輝    ６級へ６級へ６級へ６級へ                入門入門入門入門    門田門田門田門田    悠杜１０級悠杜１０級悠杜１０級悠杜１０級    

１１級和田１１級和田１１級和田１１級和田    希星１０級へ希星１０級へ希星１０級へ希星１０級へ    ７級７級７級７級    首藤首藤首藤首藤    光博光博光博光博    ６６６６級へ級へ級へ級へ                入門入門入門入門    平田平田平田平田    恕太恕太恕太恕太    

１２級得能１２級得能１２級得能１２級得能    崇矢１１級へ崇矢１１級へ崇矢１１級へ崇矢１１級へ    ７級７級７級７級    今村今村今村今村    暢希暢希暢希暢希    ６級へ６級へ６級へ６級へ                    

１２級山田１２級山田１２級山田１２級山田    哲郎１１級へ哲郎１１級へ哲郎１１級へ哲郎１１級へ    ７級７級７級７級    関谷関谷関谷関谷    響響響響        ６級へ６級へ６級へ６級へ                    

１２級藤原１２級藤原１２級藤原１２級藤原    生生生生    １１級へ１１級へ１１級へ１１級へ    ８級８級８級８級    松本松本松本松本    歩大歩大歩大歩大    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

１３級藤原１３級藤原１３級藤原１３級藤原    生生生生    １２級へ１２級へ１２級へ１２級へ        

１４級岸田１４級岸田１４級岸田１４級岸田    充史１３級へ充史１３級へ充史１３級へ充史１３級へ        

１４級藤原１４級藤原１４級藤原１４級藤原    生生生生    １３級へ１３級へ１３級へ１３級へ    

１５級岸田１５級岸田１５級岸田１５級岸田    充史１４級へ充史１４級へ充史１４級へ充史１４級へ    

１５級藤原１５級藤原１５級藤原１５級藤原    生生生生    １４級へ１４級へ１４級へ１４級へ    

１６級岸田１６級岸田１６級岸田１６級岸田    充史１５級へ充史１５級へ充史１５級へ充史１５級へ    

３９級岸田３９級岸田３９級岸田３９級岸田    尚土３８級へ尚土３８級へ尚土３８級へ尚土３８級へ    

★子ども室の段級位と土日手合い割りの段級は異なります。★子ども室の段級位と土日手合い割りの段級は異なります。★子ども室の段級位と土日手合い割りの段級は異なります。★子ども室の段級位と土日手合い割りの段級は異なります。            

手手手手割り戦１０月～１２割り戦１０月～１２割り戦１０月～１２割り戦１０月～１２月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（（（（１２月２４１２月２４１２月２４１２月２４日現在日現在日現在日現在））））一般一般一般一般段位段位段位段位者者者者    

            対局数部門対局数部門対局数部門対局数部門                                    勝数部門勝数部門勝数部門勝数部門                                        勝率部門勝率部門勝率部門勝率部門    

①①①①米田一郎初段格１６８米田一郎初段格１６８米田一郎初段格１６８米田一郎初段格１６８局局局局        ①①①①米田一郎初米田一郎初米田一郎初米田一郎初段格段格段格段格        ７８７８７８７８勝勝勝勝        ①①①①坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ            0.7870.7870.7870.787    

②黒川数雄初段格１１６②黒川数雄初段格１１６②黒川数雄初段格１１６②黒川数雄初段格１１６局局局局        ②②②②坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ        ７０７０７０７０勝勝勝勝        ②②②②冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段            0.0.0.0.656656656656    

③③③③渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段    １１４１１４１１４１１４局局局局        ③③③③冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段            ６３６３６３６３勝勝勝勝        ③③③③越智静司二段越智静司二段越智静司二段越智静司二段                0.0.0.0.647647647647    

④④④④桑名房征二段格１０５桑名房征二段格１０５桑名房征二段格１０５桑名房征二段格１０５局局局局        ④桑名房征二段格④桑名房征二段格④桑名房征二段格④桑名房征二段格        ５７５７５７５７勝勝勝勝        ④④④④塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段            0000....614614614614    

⑤⑤⑤⑤冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段        ９６９６９６９６局局局局            ⑤⑤⑤⑤渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段            ５５５５５５５５勝勝勝勝        ⑤⑤⑤⑤紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格        0.6000.6000.6000.600    

⑥⑥⑥⑥坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ坪内達平五段Ｓ    ８９８９８９８９局局局局        ⑥⑥⑥⑥黒川数雄初段格黒川数雄初段格黒川数雄初段格黒川数雄初段格        ５４５４５４５４勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥坂田光夫初段坂田光夫初段坂田光夫初段坂田光夫初段                0.5910.5910.5910.591    

⑦⑦⑦⑦塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段        ８８８８８８８８局局局局        ⑥⑥⑥⑥塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段            ５４５４５４５４勝勝勝勝        ⑦⑦⑦⑦池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ        0.5710.5710.5710.571    

⑧⑧⑧⑧松村崇志四段格松村崇志四段格松村崇志四段格松村崇志四段格    ７０７０７０７０局局局局        ⑧⑧⑧⑧松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段格格格格        ３１３１３１３１勝勝勝勝        ⑧⑧⑧⑧柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格        0.0.0.0.567567567567    

⑨⑨⑨⑨菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ    ５５５５５５５５局局局局        ⑨菊地智久⑨菊地智久⑨菊地智久⑨菊地智久五段Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段Ｓ        ２８２８２８２８勝勝勝勝        ⑨⑨⑨⑨桑名房征二段格桑名房征二段格桑名房征二段格桑名房征二段格            0.0.0.0.555543434343    

⑩⑩⑩⑩直樹直樹直樹直樹    靖初段格靖初段格靖初段格靖初段格    ５１５１５１５１局局局局        ⑨⑨⑨⑨池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ池田英司五段Ｓ        ２８２８２８２８勝勝勝勝        ⑩⑩⑩⑩児島有一郎五段Ｓ児島有一郎五段Ｓ児島有一郎五段Ｓ児島有一郎五段Ｓ    0.5240.5240.5240.524    

次点次点次点次点池田英司五段Ｓ４９池田英司五段Ｓ４９池田英司五段Ｓ４９池田英司五段Ｓ４９局局局局    次点紙田恵治四段格次点紙田恵治四段格次点紙田恵治四段格次点紙田恵治四段格    ２７２７２７２７勝勝勝勝            次点次点次点次点菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ菊地智久五段Ｓ    0.5090.5090.5090.509        

☆３☆３☆３☆３部門トップ５部門トップ５部門トップ５部門トップ５    冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段    



手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦１０月～１２１０月～１２１０月～１２１０月～１２月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（（（（１２月２４１２月２４１２月２４１２月２４日現在日現在日現在日現在）））） １８部門１８部門１８部門１８部門    級位者級位者級位者級位者    

対局数対局数対局数対局数門門門門                                            勝数部門勝数部門勝数部門勝数部門                                        勝率部門勝率部門勝率部門勝率部門    

①①①①尾埼尾埼尾埼尾埼    啓３級啓３級啓３級啓３級        １８４１８４１８４１８４局局局局        ①①①①小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級        ９８９８９８９８勝勝勝勝        ①①①①二神天河１７級二神天河１７級二神天河１７級二神天河１７級    0.6670.6670.6670.667    

②②②②小網到谷小網到谷小網到谷小網到谷３級３級３級３級        １８３１８３１８３１８３局局局局        ②②②②尾埼尾埼尾埼尾埼    啓３級啓３級啓３級啓３級        ８９８９８９８９勝勝勝勝        ②②②②佐々木優綺１級佐々木優綺１級佐々木優綺１級佐々木優綺１級    0.0.0.0.642642642642    

③③③③小網渓斗３級小網渓斗３級小網渓斗３級小網渓斗３級        １５１１５１１５１１５１局局局局        ③③③③小網渓斗３級小網渓斗３級小網渓斗３級小網渓斗３級        ８０８０８０８０勝勝勝勝        ③③③③関家丸華８級関家丸華８級関家丸華８級関家丸華８級        0.6150.6150.6150.615    

④④④④佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５級級級級    １４３１４３１４３１４３局局局局        ④④④④佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５佐藤颯一郎５級級級級    ７０７０７０７０勝勝勝勝        ④④④④平井直季１級平井直季１級平井直季１級平井直季１級        0.5660.5660.5660.566    

⑤⑤⑤⑤児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級        １３７１３７１３７１３７局局局局        ⑤⑤⑤⑤小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級        ６５６５６５６５勝勝勝勝        ⑤⑤⑤⑤小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級        0.5650.5650.5650.565    

⑥⑥⑥⑥植松啓太５級植松啓太５級植松啓太５級植松啓太５級        １３２１３２１３２１３２局局局局        ⑥⑥⑥⑥児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級児島純輝７級        ５７５７５７５７勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥山田哲郎９級山田哲郎９級山田哲郎９級山田哲郎９級        0000.552.552.552.552    

⑦⑦⑦⑦宮浦宮浦宮浦宮浦    猛４級猛４級猛４級猛４級        １２７１２７１２７１２７局局局局        ⑦⑦⑦⑦宮浦宮浦宮浦宮浦    猛４級猛４級猛４級猛４級        ５５５５５５５５勝勝勝勝        ⑦⑦⑦⑦野中匡俊１級野中匡俊１級野中匡俊１級野中匡俊１級        0.50.50.50.545454545    

⑧⑧⑧⑧西上武志２西上武志２西上武志２西上武志２級級級級        １１７１１７１１７１１７局局局局        ⑧⑧⑧⑧西上武志２西上武志２西上武志２西上武志２級級級級        ５４５４５４５４勝勝勝勝        ⑧⑧⑧⑧岸田充史１６級岸田充史１６級岸田充史１６級岸田充史１６級    0.5430.5430.5430.543    

⑨⑨⑨⑨小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級        １１５１１５１１５１１５局局局局        ⑨⑨⑨⑨岸田充史１３級岸田充史１３級岸田充史１３級岸田充史１３級    ５１５１５１５１勝勝勝勝        ⑨⑨⑨⑨小網到谷３小網到谷３小網到谷３小網到谷３級級級級        0.5360.5360.5360.536    

⑩⑩⑩⑩岸田充史１３級岸田充史１３級岸田充史１３級岸田充史１３級        ９４９４９４９４局局局局        ⑩⑩⑩⑩植松啓太５級植松啓太５級植松啓太５級植松啓太５級        ４８４８４８４８勝勝勝勝            ⑩⑩⑩⑩小網渓斗３小網渓斗３小網渓斗３小網渓斗３級級級級        0.5300.5300.5300.530    

次点次点次点次点佐藤快二郎１０級８９佐藤快二郎１０級８９佐藤快二郎１０級８９佐藤快二郎１０級８９局局局局        次点次点次点次点大美文乃４級大美文乃４級大美文乃４級大美文乃４級    ４３４３４３４３勝勝勝勝        次点今本真二郎４級次点今本真二郎４級次点今本真二郎４級次点今本真二郎４級 0.5150.5150.5150.515    

        岸田尚土３８級岸田尚土３８級岸田尚土３８級岸田尚土３８級    ８９局８９局８９局８９局                平井直季１級平井直季１級平井直季１級平井直季１級    ４３４３４３４３勝勝勝勝    

☆☆☆☆３３３３部門トップ５部門トップ５部門トップ５部門トップ５        なしなしなしなし                                                                    

手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦１０１０１０１０月月月月～１２～１２～１２～１２月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（（（（１２月２４１２月２４１２月２４１２月２４日現在日現在日現在日現在）））） １８部門１８部門１８部門１８部門    段位者段位者段位者段位者    

対局数部門対局数部門対局数部門対局数部門                                        勝数部門勝数部門勝数部門勝数部門                                    勝率部門勝率部門勝率部門勝率部門    

①①①①垣生蒼月三垣生蒼月三垣生蒼月三垣生蒼月三段格段格段格段格    ２６６２６６２６６２６６局局局局        ①①①①垣生蒼月三垣生蒼月三垣生蒼月三垣生蒼月三段格段格段格段格    １６０１６０１６０１６０勝勝勝勝    ①①①①山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ0.8030.8030.8030.803    

②②②②中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        １６７１６７１６７１６７局局局局        ②②②②中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        １１０１１０１１０１１０勝勝勝勝    ②②②②村田村田村田村田    楽四段格楽四段格楽四段格楽四段格    0.7930.7930.7930.793    

③③③③種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格    １６０１６０１６０１６０局局局局        ③③③③竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格        ９７９７９７９７勝勝勝勝    ③③③③中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        0.6590.6590.6590.659    

④④④④竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格    １５５１５５１５５１５５局局局局        ④④④④種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格        ８９８９８９８９勝勝勝勝    ④④④④竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格    0000....626626626626    

⑤⑤⑤⑤廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段        １３３１３３１３３１３３局局局局        ⑤⑤⑤⑤廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段            ８１８１８１８１勝勝勝勝    ⑤小松孝男初段格⑤小松孝男初段格⑤小松孝男初段格⑤小松孝男初段格    0000.624.624.624.624    

⑥⑥⑥⑥越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格    １２９１２９１２９１２９局局局局        ⑥⑥⑥⑥越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格        ６９６９６９６９勝勝勝勝    ⑥⑥⑥⑥廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段            0.0.0.0.609609609609    

⑦⑦⑦⑦和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格    １２１１２１１２１１２１局局局局        ⑦小松孝男初段格⑦小松孝男初段格⑦小松孝男初段格⑦小松孝男初段格        ６３６３６３６３勝勝勝勝    ⑦⑦⑦⑦垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格    0.6010.6010.6010.601    

⑧⑧⑧⑧小松孝男初段格小松孝男初段格小松孝男初段格小松孝男初段格    １０１１０１１０１１０１局局局局        ⑧⑧⑧⑧和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格        ５８５８５８５８勝勝勝勝    ⑧⑧⑧⑧種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格    0.0.0.0.556556556556    

⑨⑨⑨⑨福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段        ９１９１９１９１局局局局        ⑨⑨⑨⑨福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段        ５０５０５０５０勝勝勝勝    ⑨⑨⑨⑨福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段    0.5490.5490.5490.549    

⑩⑩⑩⑩山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ    ６１６１６１６１局局局局        ⑩⑩⑩⑩山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ山根ことみ五段Ｓ    ４９４９４９４９勝勝勝勝    ⑩⑩⑩⑩越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格    0.5350.5350.5350.535    

次点次点次点次点松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段    ４４４４４４４４局局局局        次点次点次点次点松松松松坂燿一郎五段坂燿一郎五段坂燿一郎五段坂燿一郎五段    ２３２３２３２３勝勝勝勝    次点次点次点次点松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段 0.5230.5230.5230.523    

                                                                    村田村田村田村田    楽四段格楽四段格楽四段格楽四段格    ２３勝２３勝２３勝２３勝    

☆３☆３☆３☆３部門トップ５部門トップ５部門トップ５部門トップ５    中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格    

手合い割り戦参加者は１４１名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１４１名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１４１名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１４１名。勝率部門公認の１５局    対局者は７２名。対局者は７２名。対局者は７２名。対局者は７２名。    

上記の成績には、将棋センターで行われる、土日祝日の手合い割り戦、手合い割りトーナメン上記の成績には、将棋センターで行われる、土日祝日の手合い割り戦、手合い割りトーナメン上記の成績には、将棋センターで行われる、土日祝日の手合い割り戦、手合い割りトーナメン上記の成績には、将棋センターで行われる、土日祝日の手合い割り戦、手合い割りトーナメン

ト戦、例会成績が含まれます。３ヶ月ごとにトータル成績を発表します。ト戦、例会成績が含まれます。３ヶ月ごとにトータル成績を発表します。ト戦、例会成績が含まれます。３ヶ月ごとにトータル成績を発表します。ト戦、例会成績が含まれます。３ヶ月ごとにトータル成績を発表します。    

☆坊っちゃん支部会員の皆様へ支部更新のお知らせ☆☆坊っちゃん支部会員の皆様へ支部更新のお知らせ☆☆坊っちゃん支部会員の皆様へ支部更新のお知らせ☆☆坊っちゃん支部会員の皆様へ支部更新のお知らせ☆    

日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、新規支部会員を随時募集しています。興味ある日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、新規支部会員を随時募集しています。興味ある日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、新規支部会員を随時募集しています。興味ある日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、新規支部会員を随時募集しています。興味ある方は、支部に方は、支部に方は、支部に方は、支部に    

入ってみませんか？将棋センター割引等の特典もあります。入ってみませんか？将棋センター割引等の特典もあります。入ってみませんか？将棋センター割引等の特典もあります。入ってみませんか？将棋センター割引等の特典もあります。    

年会費年会費年会費年会費    一般一般一般一般    １００００円１００００円１００００円１００００円        女性女性女性女性    ９０００円９０００円９０００円９０００円    高校生以下高校生以下高校生以下高校生以下    ５０００円５０００円５０００円５０００円    

問い合わせは、将棋センターもしくは、松山坊っちゃん支部事務局まで問い合わせは、将棋センターもしくは、松山坊っちゃん支部事務局まで問い合わせは、将棋センターもしくは、松山坊っちゃん支部事務局まで問い合わせは、将棋センターもしくは、松山坊っちゃん支部事務局まで    

振込みの方は下記口座にお願い致します振込みの方は下記口座にお願い致します振込みの方は下記口座にお願い致します振込みの方は下記口座にお願い致します    

愛媛銀行本店愛媛銀行本店愛媛銀行本店愛媛銀行本店    普）４４１７１３９普）４４１７１３９普）４４１７１３９普）４４１７１３９    日本将棋連盟松山坊っちゃん支部日本将棋連盟松山坊っちゃん支部日本将棋連盟松山坊っちゃん支部日本将棋連盟松山坊っちゃん支部    児島裕一郎児島裕一郎児島裕一郎児島裕一郎    

今期会費の、納入のお済でない会員の方も、上記口座に振り込みお願い致します。今期会費の、納入のお済でない会員の方も、上記口座に振り込みお願い致します。今期会費の、納入のお済でない会員の方も、上記口座に振り込みお願い致します。今期会費の、納入のお済でない会員の方も、上記口座に振り込みお願い致します。    

☆黒田尭之奨励会☆黒田尭之奨励会☆黒田尭之奨励会☆黒田尭之奨励会    第５４回三段リーグ成績第５４回三段リーグ成績第５４回三段リーグ成績第５４回三段リーグ成績    

１２月７日１２月７日１２月７日１２月７日    ××××××××    １勝７敗１勝７敗１勝７敗１勝７敗    



松山将棋センター松山将棋センター松山将棋センター松山将棋センター    レーティング大会参加レーティング大会参加レーティング大会参加レーティング大会参加者者者者    持ち持ち持ち持ち点１２月２４点１２月２４点１２月２４点１２月２４日現在日現在日現在日現在    

（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。    

SSSS 級（１８００以上）級（１８００以上）級（１８００以上）級（１８００以上）    ５５５５４４４４名名名名                                                                                                                                                                

黒田尭之Ｓ五段黒田尭之Ｓ五段黒田尭之Ｓ五段黒田尭之Ｓ五段    （２３０９（２３０９（２３０９（２３０９））））                            麻生喜久Ｓ五段麻生喜久Ｓ五段麻生喜久Ｓ五段麻生喜久Ｓ五段    （２２６２）（２２６２）（２２６２）（２２６２）    

後藤伊織五段後藤伊織五段後藤伊織五段後藤伊織五段        （２２５０）（２２５０）（２２５０）（２２５０）                            小田一彦Ｓ五段小田一彦Ｓ五段小田一彦Ｓ五段小田一彦Ｓ五段    （２１８８）（２１８８）（２１８８）（２１８８）    

田中佳久田中佳久田中佳久田中佳久Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段    （２１４９）（２１４９）（２１４９）（２１４９）                            永森広永森広永森広永森広幸六段幸六段幸六段幸六段        （２１３７（２１３７（２１３７（２１３７））））    

白井厚男Ｓ五段白井厚男Ｓ五段白井厚男Ｓ五段白井厚男Ｓ五段    （２０（２０（２０（２０７７７７８８８８））））                            児島有一郎Ｓ五段（２０６０）児島有一郎Ｓ五段（２０６０）児島有一郎Ｓ五段（２０６０）児島有一郎Ｓ五段（２０６０）    

神内行人五段神内行人五段神内行人五段神内行人五段        （２０４５）（２０４５）（２０４５）（２０４５）                            森森森森岡正幸Ｓ五段岡正幸Ｓ五段岡正幸Ｓ五段岡正幸Ｓ五段    （２０４３（２０４３（２０４３（２０４３））））    

藤岡隼太Ｓ五段藤岡隼太Ｓ五段藤岡隼太Ｓ五段藤岡隼太Ｓ五段    （２０３４）（２０３４）（２０３４）（２０３４）                            宗内宗内宗内宗内    巌五段巌五段巌五段巌五段        （２０３０）（２０３０）（２０３０）（２０３０）    

大場武志Ｓ五段大場武志Ｓ五段大場武志Ｓ五段大場武志Ｓ五段    （２０３０）（２０３０）（２０３０）（２０３０）                            植田吉則Ｓ五段植田吉則Ｓ五段植田吉則Ｓ五段植田吉則Ｓ五段    （２０２９）（２０２９）（２０２９）（２０２９）    

真鉢真鉢真鉢真鉢    徹Ｓ五段徹Ｓ五段徹Ｓ五段徹Ｓ五段    （２０２５（２０２５（２０２５（２０２５））））                            荒木庸行Ｓ五段荒木庸行Ｓ五段荒木庸行Ｓ五段荒木庸行Ｓ五段    （１９８９）（１９８９）（１９８９）（１９８９）    

池田英司Ｓ五段池田英司Ｓ五段池田英司Ｓ五段池田英司Ｓ五段    （１９８６）（１９８６）（１９８６）（１９８６）                            坪内達平Ｓ五段坪内達平Ｓ五段坪内達平Ｓ五段坪内達平Ｓ五段    （１９８６）（１９８６）（１９８６）（１９８６）    

森貞森貞森貞森貞    仁Ｓ五段仁Ｓ五段仁Ｓ五段仁Ｓ五段    （１９８４）（１９８４）（１９８４）（１９８４）                            一色厚志Ｓ五段一色厚志Ｓ五段一色厚志Ｓ五段一色厚志Ｓ五段    （１９８２）（１９８２）（１９８２）（１９８２）    

松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段松坂燿一郎五段    （１９７７）（１９７７）（１９７７）（１９７７）                            西森絋四郎Ｓ五段（１９７６）西森絋四郎Ｓ五段（１９７６）西森絋四郎Ｓ五段（１９７６）西森絋四郎Ｓ五段（１９７６）    

竹村孔明Ｓ五段竹村孔明Ｓ五段竹村孔明Ｓ五段竹村孔明Ｓ五段    （１９６３）（１９６３）（１９６３）（１９６３）                            清水克真五清水克真五清水克真五清水克真五段段段段        （１９６０）（１９６０）（１９６０）（１９６０）    

小野貴美男Ｓ五段（１９６０小野貴美男Ｓ五段（１９６０小野貴美男Ｓ五段（１９６０小野貴美男Ｓ五段（１９６０））））                            宮内明範五段宮内明範五段宮内明範五段宮内明範五段        （１９３６）（１９３６）（１９３６）（１９３６）    

西山晴大五段西山晴大五段西山晴大五段西山晴大五段        （１９３０）（１９３０）（１９３０）（１９３０）                            小倉光弘小倉光弘小倉光弘小倉光弘 SSSS 五段五段五段五段    （１９２６）（１９２６）（１９２６）（１９２６）    

幸田良介五段幸田良介五段幸田良介五段幸田良介五段        （１９２５）（１９２５）（１９２５）（１９２５）                            小西信樹Ｓ五段小西信樹Ｓ五段小西信樹Ｓ五段小西信樹Ｓ五段    （１９２５）（１９２５）（１９２５）（１９２５）    

牟田口群英五段格牟田口群英五段格牟田口群英五段格牟田口群英五段格（１９２４）（１９２４）（１９２４）（１９２４）                            山根山根山根山根ことみことみことみことみＳＳＳＳ五段（１９２３）五段（１９２３）五段（１９２３）五段（１９２３）                                

加加加加藤寿己Ｓ五段藤寿己Ｓ五段藤寿己Ｓ五段藤寿己Ｓ五段    （１９１３）（１９１３）（１９１３）（１９１３）                            谷本勇一Ｓ五段谷本勇一Ｓ五段谷本勇一Ｓ五段谷本勇一Ｓ五段    （１９１１）（１９１１）（１９１１）（１９１１）    

武智武智武智武智    誠五段格誠五段格誠五段格誠五段格    （１９０７）（１９０７）（１９０７）（１９０７）                            松本松本松本松本    遼五段格遼五段格遼五段格遼五段格    （１８９３）（１８９３）（１８９３）（１８９３）    

松下義和五段松下義和五段松下義和五段松下義和五段        （１８７７（１８７７（１８７７（１８７７））））                            鯛谷鯛谷鯛谷鯛谷浩之四段格浩之四段格浩之四段格浩之四段格    （１８７７）（１８７７）（１８７７）（１８７７）    

佐藤治樹五段佐藤治樹五段佐藤治樹五段佐藤治樹五段        （１８７７）（１８７７）（１８７７）（１８７７）                            平井平井平井平井    進四段格進四段格進四段格進四段格    （１８７０）（１８７０）（１８７０）（１８７０）    

中脇隆志Ｓ五段中脇隆志Ｓ五段中脇隆志Ｓ五段中脇隆志Ｓ五段    （１８６５）（１８６５）（１８６５）（１８６５）                            吉川政男五段吉川政男五段吉川政男五段吉川政男五段        （１８６４）（１８６４）（１８６４）（１８６４）    

木田直太郎五段木田直太郎五段木田直太郎五段木田直太郎五段    （１８５５）（１８５５）（１８５５）（１８５５）                            河津明典四段河津明典四段河津明典四段河津明典四段        （１８４５（１８４５（１８４５（１８４５））））    

市川栄樹Ｓ五段市川栄樹Ｓ五段市川栄樹Ｓ五段市川栄樹Ｓ五段    （１８４５）（１８４５）（１８４５）（１８４５）                            浜田久一郎Ｓ五段（１８４１）浜田久一郎Ｓ五段（１８４１）浜田久一郎Ｓ五段（１８４１）浜田久一郎Ｓ五段（１８４１）    

菊地智久Ｓ五段菊地智久Ｓ五段菊地智久Ｓ五段菊地智久Ｓ五段    （１８３２）（１８３２）（１８３２）（１８３２）                            松田耕治松田耕治松田耕治松田耕治ＳＳＳＳ五段五段五段五段        （１８３１）（１８３１）（１８３１）（１８３１）    

松下嘉彦五段松下嘉彦五段松下嘉彦五段松下嘉彦五段        （１８２８）（１８２８）（１８２８）（１８２８）                            渡辺啓太三段渡辺啓太三段渡辺啓太三段渡辺啓太三段        （１８２０（１８２０（１８２０（１８２０））））    

武智一行武智一行武智一行武智一行 SSSS 五段五段五段五段    （１８１６）（１８１６）（１８１６）（１８１６）                            川又川又川又川又    望四段格望四段格望四段格望四段格    （１８１４）（１８１４）（１８１４）（１８１４）    

浜田安則四段浜田安則四段浜田安則四段浜田安則四段        （１８０９）（１８０９）（１８０９）（１８０９）                            村田村田村田村田    楽四段格楽四段格楽四段格楽四段格    （１８０５）（１８０５）（１８０５）（１８０５）    

AAAA 級（１７９９～１６００）級（１７９９～１６００）級（１７９９～１６００）級（１７９９～１６００）    ６０６０６０６０名名名名    

（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。    

合田一郎五段合田一郎五段合田一郎五段合田一郎五段        （１７９０）（１７９０）（１７９０）（１７９０）                            橘潤一郎四段格橘潤一郎四段格橘潤一郎四段格橘潤一郎四段格    （１７８９）（１７８９）（１７８９）（１７８９）    

水本晶久四段格水本晶久四段格水本晶久四段格水本晶久四段格    （１７８６）（１７８６）（１７８６）（１７８６）                            伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段        （１７８１）（１７８１）（１７８１）（１７８１）    

三好久史四段格三好久史四段格三好久史四段格三好久史四段格    （１７７９）（１７７９）（１７７９）（１７７９）                            城戸純希四段格城戸純希四段格城戸純希四段格城戸純希四段格    （１７７７）（１７７７）（１７７７）（１７７７）    

三好晃司四段格三好晃司四段格三好晃司四段格三好晃司四段格    （１７７４）（１７７４）（１７７４）（１７７４）                            日野麟太郎四段格（１７７０）日野麟太郎四段格（１７７０）日野麟太郎四段格（１７７０）日野麟太郎四段格（１７７０）    

高市泰輔三段高市泰輔三段高市泰輔三段高市泰輔三段            （１７６６）（１７６６）（１７６６）（１７６６）                            林林林林    長則三段長則三段長則三段長則三段        （１７６６）（１７６６）（１７６６）（１７６６）    

新新新新    政幸三段政幸三段政幸三段政幸三段        （１７６２）（１７６２）（１７６２）（１７６２）                            廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段廉谷直大四段        （１７５５）（１７５５）（１７５５）（１７５５）    

浅野浅野浅野浅野    俊五段格俊五段格俊五段格俊五段格    （１７４４）（１７４４）（１７４４）（１７４４）                            宇都宮明四段格宇都宮明四段格宇都宮明四段格宇都宮明四段格    （１７３１）（１７３１）（１７３１）（１７３１）    

新貝涼太三段格新貝涼太三段格新貝涼太三段格新貝涼太三段格    （１７２９）（１７２９）（１７２９）（１７２９）                            山崎大輝四段山崎大輝四段山崎大輝四段山崎大輝四段        （１７２８（１７２８（１７２８（１７２８））））    

土橋拓未四段格土橋拓未四段格土橋拓未四段格土橋拓未四段格    （１７２２）（１７２２）（１７２２）（１７２２）                            国田国田国田国田卓司四段卓司四段卓司四段卓司四段        （１７２１）（１７２１）（１７２１）（１７２１）    

松岡修輔五段松岡修輔五段松岡修輔五段松岡修輔五段        （１７２０）（１７２０）（１７２０）（１７２０）                            西村俊亮四段格西村俊亮四段格西村俊亮四段格西村俊亮四段格    （１７０９）（１７０９）（１７０９）（１７０９）    

磯野正夫三段磯野正夫三段磯野正夫三段磯野正夫三段格格格格    （１７０８）（１７０８）（１７０８）（１７０８）                            三谷賢広四段三谷賢広四段三谷賢広四段三谷賢広四段        （１７０６）（１７０６）（１７０６）（１７０６）    



奥田剛司三段格奥田剛司三段格奥田剛司三段格奥田剛司三段格    （１６９２）（１６９２）（１６９２）（１６９２）                            渡辺裕渡辺裕渡辺裕渡辺裕人三段人三段人三段人三段        （１６９０）（１６９０）（１６９０）（１６９０）    

熊沢和哉三段熊沢和哉三段熊沢和哉三段熊沢和哉三段        （１６８８）（１６８８）（１６８８）（１６８８）                            松本隆徳二段松本隆徳二段松本隆徳二段松本隆徳二段            （１６８６）（１６８６）（１６８６）（１６８６）    

山口幸男二段山口幸男二段山口幸男二段山口幸男二段            （１６７８）（１６７８）（１６７８）（１６７８）                            中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段中村幸佑四段        （１６７６）（１６７６）（１６７６）（１６７６）    

田本通般四段田本通般四段田本通般四段田本通般四段        （１６７１）（１６７１）（１６７１）（１６７１）                            山下保広二段格山下保広二段格山下保広二段格山下保広二段格    （１６７０）（１６７０）（１６７０）（１６７０）    

小沢小沢小沢小沢    守二段守二段守二段守二段        （１６７０）（１６７０）（１６７０）（１６７０）                            藤田翔平二段藤田翔平二段藤田翔平二段藤田翔平二段            （１６６６）（１６６６）（１６６６）（１６６６）    

菊池秀和三段菊池秀和三段菊池秀和三段菊池秀和三段        （１６６５）（１６６５）（１６６５）（１６６５）                            杉本有司三杉本有司三杉本有司三杉本有司三段段段段格格格格    （１６６２）（１６６２）（１６６２）（１６６２）    

堀本知資四堀本知資四堀本知資四堀本知資四段格段格段格段格    （１６６１）（１６６１）（１６６１）（１６６１）                            米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段        （１６６０）（１６６０）（１６６０）（１６６０）    

横尾義樹三段横尾義樹三段横尾義樹三段横尾義樹三段        （１６５８）（１６５８）（１６５８）（１６５８）                            三根智志三根智志三根智志三根智志二段格二段格二段格二段格    （１６５７）（１６５７）（１６５７）（１６５７）                                

徳川裕太三段格徳川裕太三段格徳川裕太三段格徳川裕太三段格    （１６５０）（１６５０）（１６５０）（１６５０）                            渡部渡部渡部渡部    武三段格武三段格武三段格武三段格    （１６４９）（１６４９）（１６４９）（１６４９）    

紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格紙田恵治四段格    （１６４９）（１６４９）（１６４９）（１６４９）                            高橋秀聖四段格高橋秀聖四段格高橋秀聖四段格高橋秀聖四段格        （１６４８）（１６４８）（１６４８）（１６４８）    

竹田孝二五段竹田孝二五段竹田孝二五段竹田孝二五段        （１６４６）（１６４６）（１６４６）（１６４６）                            大西賢司初段大西賢司初段大西賢司初段大西賢司初段        （１６４４）（１６４４）（１６４４）（１６４４）    

百瀬百瀬百瀬百瀬    達三段達三段達三段達三段        （１６４４）（１６４４）（１６４４）（１６４４）                            織田智広三段格織田智広三段格織田智広三段格織田智広三段格    （１６４３）（１６４３）（１６４３）（１６４３）    

坂東和博三段格坂東和博三段格坂東和博三段格坂東和博三段格        （１６４３）（１６４３）（１６４３）（１６４３）                            谷口満夫三段谷口満夫三段谷口満夫三段谷口満夫三段        （１６４２）（１６４２）（１６４２）（１６４２）    

越智悠貴三越智悠貴三越智悠貴三越智悠貴三段段段段格格格格    （１６４２）（１６４２）（１６４２）（１６４２）                            垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格垣生蒼月三段格    （１６４１（１６４１（１６４１（１６４１）○）○）○）○    

藤内聖晃二段藤内聖晃二段藤内聖晃二段藤内聖晃二段        （１６３８）（１６３８）（１６３８）（１６３８）                            二瓶敦雄初段格二瓶敦雄初段格二瓶敦雄初段格二瓶敦雄初段格    （１６３７）（１６３７）（１６３７）（１６３７）    

曽根栄二初段格曽根栄二初段格曽根栄二初段格曽根栄二初段格        （１６２８）（１６２８）（１６２８）（１６２８）                            末光祐司三段末光祐司三段末光祐司三段末光祐司三段        （１６２８）（１６２８）（１６２８）（１６２８）    

井上高徳三段格井上高徳三段格井上高徳三段格井上高徳三段格    （１６１８）（１６１８）（１６１８）（１６１８）                            越智静司越智静司越智静司越智静司二段二段二段二段        （１６１３）（１６１３）（１６１３）（１６１３）    

来嶋直也初段来嶋直也初段来嶋直也初段来嶋直也初段        （１６０９）（１６０９）（１６０９）（１６０９）                            城戸紀宗二段城戸紀宗二段城戸紀宗二段城戸紀宗二段            （１６０４）（１６０４）（１６０４）（１６０４）    

伊藤雅起二伊藤雅起二伊藤雅起二伊藤雅起二段段段段格格格格    （１６０１）（１６０１）（１６０１）（１６０１）                            塩見塩見塩見塩見    章二段格章二段格章二段格章二段格    （１６００）（１６００）（１６００）（１６００）    

                                                        BBBB 級級級級（１５９９～１４００）（１５９９～１４００）（１５９９～１４００）（１５９９～１４００）    ６７６７６７６７名名名名    

（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。    

塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段        （１５９２（１５９２（１５９２（１５９２））））                            高橋高橋高橋高橋    勇三段勇三段勇三段勇三段        （１５９２）（１５９２）（１５９２）（１５９２）    

鈴木悠鈴木悠鈴木悠鈴木悠馬二段格馬二段格馬二段格馬二段格    （１５９１）（１５９１）（１５９１）（１５９１）                            高橋理起三段格高橋理起三段格高橋理起三段格高橋理起三段格    （１５８８（１５８８（１５８８（１５８８））））    

川井豊弘二段川井豊弘二段川井豊弘二段川井豊弘二段        （１５８６）（１５８６）（１５８６）（１５８６）                            佐々木康介三段格（１５８０）佐々木康介三段格（１５８０）佐々木康介三段格（１５８０）佐々木康介三段格（１５８０）    

冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段冨岡唯夫二段        （１５７９）（１５７９）（１５７９）（１５７９）                            弘弘弘弘中智彦初段格中智彦初段格中智彦初段格中智彦初段格    （１５６９）（１５６９）（１５６９）（１５６９）    

三好一生四段格三好一生四段格三好一生四段格三好一生四段格        （１５６８）（１５６８）（１５６８）（１５６８）                            木村洋介初段格木村洋介初段格木村洋介初段格木村洋介初段格    （１５６６）（１５６６）（１５６６）（１５６６）    

正盛正盛正盛正盛    猛三段猛三段猛三段猛三段            （１５６５）（１５６５）（１５６５）（１５６５）                            西村友希二段格西村友希二段格西村友希二段格西村友希二段格    （１５６０）（１５６０）（１５６０）（１５６０）    

幸田幸田幸田幸田    弘初段弘初段弘初段弘初段        （１５５９）（１５５９）（１５５９）（１５５９）                            渡辺辰也二段渡辺辰也二段渡辺辰也二段渡辺辰也二段        （１５５７）（１５５７）（１５５７）（１５５７）    

立花和彦初段格立花和彦初段格立花和彦初段格立花和彦初段格    （１５５６）（１５５６）（１５５６）（１５５６）                            辻辻辻辻    健太郎二段格（１５５４）健太郎二段格（１５５４）健太郎二段格（１５５４）健太郎二段格（１５５４）    

泉泉泉泉    譲二二譲二二譲二二譲二二段段段段        （１５５２）（１５５２）（１５５２）（１５５２）                            福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段福井流一郎三段    （１５５１（１５５１（１５５１（１５５１））））    

渡辺真人初段格渡辺真人初段格渡辺真人初段格渡辺真人初段格    （１５４９）（１５４９）（１５４９）（１５４９）                            西村和正二段格西村和正二段格西村和正二段格西村和正二段格    （１５４８）（１５４８）（１５４８）（１５４８）    

鎌田康孝三段鎌田康孝三段鎌田康孝三段鎌田康孝三段        （１５４８（１５４８（１５４８（１５４８））））                            中村宣夫二段中村宣夫二段中村宣夫二段中村宣夫二段        （１５４８）（１５４８）（１５４８）（１５４８）    

八束俊樹三段格八束俊樹三段格八束俊樹三段格八束俊樹三段格    （１５４６）（１５４６）（１５４６）（１５４６）                            酒井幸雄初段酒井幸雄初段酒井幸雄初段酒井幸雄初段        （１５４３）（１５４３）（１５４３）（１５４３）    

松村崇志四段格松村崇志四段格松村崇志四段格松村崇志四段格    （１５３７）（１５３７）（１５３７）（１５３７）                            中城秀水三段中城秀水三段中城秀水三段中城秀水三段            （１５３０）（１５３０）（１５３０）（１５３０）    

三根三根三根三根儀継二段儀継二段儀継二段儀継二段        （１５２７）（１５２７）（１５２７）（１５２７）                            森森森森    達朗初段格達朗初段格達朗初段格達朗初段格    （１５２０）（１５２０）（１５２０）（１５２０）    

吉田貞次二段吉田貞次二段吉田貞次二段吉田貞次二段        （１５１９）（１５１９）（１５１９）（１５１９）                            佐々木優綺１級佐々木優綺１級佐々木優綺１級佐々木優綺１級    （１５１９）（１５１９）（１５１９）（１５１９）    

塩見塩見塩見塩見    勝二段格勝二段格勝二段格勝二段格    （１５１７）（１５１７）（１５１７）（１５１７）                            山田太郎初段山田太郎初段山田太郎初段山田太郎初段        （１５１７）（１５１７）（１５１７）（１５１７）    

井上康三郎初段井上康三郎初段井上康三郎初段井上康三郎初段    （１５１５）（１５１５）（１５１５）（１５１５）                            幸島恭輔初段幸島恭輔初段幸島恭輔初段幸島恭輔初段        （１５１２）（１５１２）（１５１２）（１５１２）    

浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段        （１４９９（１４９９（１４９９（１４９９））））                            中谷中谷中谷中谷友哉初段格友哉初段格友哉初段格友哉初段格    （１４９９（１４９９（１４９９（１４９９））））    

三浦三浦三浦三浦重頼三段重頼三段重頼三段重頼三段        （１４８９（１４８９（１４８９（１４８９））））                            柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格柳野秀樹二段格    （１４８２）（１４８２）（１４８２）（１４８２）    

渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段        （１４８０）（１４８０）（１４８０）（１４８０）                            駄馬清志１級駄馬清志１級駄馬清志１級駄馬清志１級        （１４８０）（１４８０）（１４８０）（１４８０）    

石川三智人三段石川三智人三段石川三智人三段石川三智人三段    （１４８０）（１４８０）（１４８０）（１４８０）                            越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格越智琳太二段格    （１４７８）（１４７８）（１４７８）（１４７８）    

直野未悠三段格直野未悠三段格直野未悠三段格直野未悠三段格    （１４７４）（１４７４）（１４７４）（１４７４）                            清水徳文１級清水徳文１級清水徳文１級清水徳文１級        （１４７３）（１４７３）（１４７３）（１４７３）    



大西大西大西大西    康二段格康二段格康二段格康二段格    （１４７（１４７（１４７（１４７３）３）３）３）                            小西和夫１級小西和夫１級小西和夫１級小西和夫１級        （１４６４）（１４６４）（１４６４）（１４６４）    

岩崎和也初段格岩崎和也初段格岩崎和也初段格岩崎和也初段格    （１４６４）（１４６４）（１４６４）（１４６４）                            根岸根岸根岸根岸    司１級司１級司１級司１級        （１４６３）（１４６３）（１４６３）（１４６３）    

仲村勇之助二段格（１４６２）仲村勇之助二段格（１４６２）仲村勇之助二段格（１４６２）仲村勇之助二段格（１４６２）                            久岡正幸１級久岡正幸１級久岡正幸１級久岡正幸１級        （１４５９）（１４５９）（１４５９）（１４５９）    

三好将司初段三好将司初段三好将司初段三好将司初段        （１４５４（１４５４（１４５４（１４５４））））                            水沼水沼水沼水沼    豊初段豊初段豊初段豊初段        （１４５４）（１４５４）（１４５４）（１４５４）    

大西栄一初段大西栄一初段大西栄一初段大西栄一初段        （１４５４）（１４５４）（１４５４）（１４５４）                            高畑正樹２級高畑正樹２級高畑正樹２級高畑正樹２級        （１４５３）（１４５３）（１４５３）（１４５３）    

谷本鋭次２級谷本鋭次２級谷本鋭次２級谷本鋭次２級        （１４５２）（１４５２）（１４５２）（１４５２）                            加賀山竹男１級加賀山竹男１級加賀山竹男１級加賀山竹男１級    （１４５２）（１４５２）（１４５２）（１４５２）    

元木一貴１級元木一貴１級元木一貴１級元木一貴１級        （１４５０）（１４５０）（１４５０）（１４５０）                            佐藤聡朗二段格佐藤聡朗二段格佐藤聡朗二段格佐藤聡朗二段格    （１４４５）（１４４５）（１４４５）（１４４５）    

和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格和田大雅二段格    （１４４３）（１４４３）（１４４３）（１４４３）                            林林林林    幹男１級幹男１級幹男１級幹男１級        （１４４２）（１４４２）（１４４２）（１４４２）    

谷口忠雄初段格谷口忠雄初段格谷口忠雄初段格谷口忠雄初段格    （１４４１）（１４４１）（１４４１）（１４４１）                            上野哲也２級上野哲也２級上野哲也２級上野哲也２級        （１４４０）（１４４０）（１４４０）（１４４０）    

水本秀樹初段水本秀樹初段水本秀樹初段水本秀樹初段        （１４３８）（１４３８）（１４３８）（１４３８）                            杉野利一初段格杉野利一初段格杉野利一初段格杉野利一初段格    （１４３１）（１４３１）（１４３１）（１４３１）    

赤尾龍一１級赤尾龍一１級赤尾龍一１級赤尾龍一１級        （１４２５）（１４２５）（１４２５）（１４２５）                            和気猪久男１級和気猪久男１級和気猪久男１級和気猪久男１級    （１４２３）（１４２３）（１４２３）（１４２３）    

米子治夫２級米子治夫２級米子治夫２級米子治夫２級        （１４１８）（１４１８）（１４１８）（１４１８）                            大下英明二段大下英明二段大下英明二段大下英明二段        （１４１６）（１４１６）（１４１６）（１４１６）    

冨谷冨谷冨谷冨谷    満１級満１級満１級満１級        （１４１３）（１４１３）（１４１３）（１４１３）                            宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級        （１４１０）（１４１０）（１４１０）（１４１０）    

田所昌一２級田所昌一２級田所昌一２級田所昌一２級        （１４０９）（１４０９）（１４０９）（１４０９）                            芳野冴輔芳野冴輔芳野冴輔芳野冴輔１１１１級級級級        （１４０９）（１４０９）（１４０９）（１４０９）    

古田古田古田古田    旭２級旭２級旭２級旭２級        （１４０３）（１４０３）（１４０３）（１４０３）    

Ｃ級（１Ｃ級（１Ｃ級（１Ｃ級（１３９９以下）３９９以下）３９９以下）３９９以下）９３９３９３９３名名名名    

本田翔大２級本田翔大２級本田翔大２級本田翔大２級        （１３９８）（１３９８）（１３９８）（１３９８）                            柚山健造初段柚山健造初段柚山健造初段柚山健造初段        （１３９８）（１３９８）（１３９８）（１３９８）    

岡田盛夫２級岡田盛夫２級岡田盛夫２級岡田盛夫２級        （１３９３）（１３９３）（１３９３）（１３９３）                            眞鍋祐樹２級眞鍋祐樹２級眞鍋祐樹２級眞鍋祐樹２級        （１３７９）（１３７９）（１３７９）（１３７９）    

原原原原    勝利２級勝利２級勝利２級勝利２級            （１３７３）（１３７３）（１３７３）（１３７３）                            黒川数雄初黒川数雄初黒川数雄初黒川数雄初段格段格段格段格    （１３７１）（１３７１）（１３７１）（１３７１）    

藤原敬造初段格藤原敬造初段格藤原敬造初段格藤原敬造初段格    （１３７１）（１３７１）（１３７１）（１３７１）                            桑名房征二段格桑名房征二段格桑名房征二段格桑名房征二段格    （１３７０）（１３７０）（１３７０）（１３７０）    

泉泉泉泉    三好２級三好２級三好２級三好２級        （１３６６）（１３６６）（１３６６）（１３６６）                            種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格種植太一二段格    （１３６５）（１３６５）（１３６５）（１３６５）    

野島伸司初段格野島伸司初段格野島伸司初段格野島伸司初段格    （１３６４）（１３６４）（１３６４）（１３６４）                            紙田峻輔１級紙田峻輔１級紙田峻輔１級紙田峻輔１級        （１３６２）（１３６２）（１３６２）（１３６２）    

新名義輝１級新名義輝１級新名義輝１級新名義輝１級        （１３６１）（１３６１）（１３６１）（１３６１）                            竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格竹森恭平初段格    （１３５９（１３５９（１３５９（１３５９））））    

斎木良介１級斎木良介１級斎木良介１級斎木良介１級        （１３５４）（１３５４）（１３５４）（１３５４）                            山内悠椰１級山内悠椰１級山内悠椰１級山内悠椰１級        （１３４６）（１３４６）（１３４６）（１３４６）    

小西健人２級小西健人２級小西健人２級小西健人２級        （１３４６）（１３４６）（１３４６）（１３４６）                            石川琳太郎１石川琳太郎１石川琳太郎１石川琳太郎１級級級級    （１３４０）（１３４０）（１３４０）（１３４０）    

藤田藤田藤田藤田    匠１級匠１級匠１級匠１級        （１３３８）（１３３８）（１３３８）（１３３８）                            小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級小網柊哉１級        （１３３７）（１３３７）（１３３７）（１３３７）    

谷岡政登１級谷岡政登１級谷岡政登１級谷岡政登１級        （１３３６）（１３３６）（１３３６）（１３３６）                            水口幸平初段水口幸平初段水口幸平初段水口幸平初段        （１３３５（１３３５（１３３５（１３３５））））    

武智武智武智武智    明４級明４級明４級明４級        （１３２８）（１３２８）（１３２８）（１３２８）                            三瀬昭一３級三瀬昭一３級三瀬昭一３級三瀬昭一３級        （１３２５）（１３２５）（１３２５）（１３２５）    

佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級佐藤健一１級        （１３１９（１３１９（１３１９（１３１９））））                            直樹直樹直樹直樹    靖初段格靖初段格靖初段格靖初段格    （１３１９）（１３１９）（１３１９）（１３１９）    

矢野圭祐２矢野圭祐２矢野圭祐２矢野圭祐２級級級級        （１３１６）（１３１６）（１３１６）（１３１６）                            中村大志１中村大志１中村大志１中村大志１級級級級        （１３１（１３１（１３１（１３１１）１）１）１）    

工工工工藤陸奥雄５級藤陸奥雄５級藤陸奥雄５級藤陸奥雄５級    （１３０９）（１３０９）（１３０９）（１３０９）                            加藤慈宇３級加藤慈宇３級加藤慈宇３級加藤慈宇３級        （１３０５）（１３０５）（１３０５）（１３０５）    

木村憲児４級木村憲児４級木村憲児４級木村憲児４級        （１３０１）（１３０１）（１３０１）（１３０１）                            進藤一俊初段格進藤一俊初段格進藤一俊初段格進藤一俊初段格    （１２９７）（１２９７）（１２９７）（１２９７）    

小野真道５級小野真道５級小野真道５級小野真道５級        （１２９０）（１２９０）（１２９０）（１２９０）                            谷口谷口谷口谷口義広２級義広２級義広２級義広２級        （１２８８）（１２８８）（１２８８）（１２８８）    

平井直季２平井直季２平井直季２平井直季２級級級級        （１２８４）（１２８４）（１２８４）（１２８４）                            吉岡吉岡吉岡吉岡    満初段格満初段格満初段格満初段格    （１２８０）（１２８０）（１２８０）（１２８０）    

黒田勝行１級黒田勝行１級黒田勝行１級黒田勝行１級        （１２７７）（１２７７）（１２７７）（１２７７）                            佐伯義照２級佐伯義照２級佐伯義照２級佐伯義照２級        （１２６７）（１２６７）（１２６７）（１２６７）    

鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級        （１２６０（１２６０（１２６０（１２６０））））                            渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級        （１２５９）（１２５９）（１２５９）（１２５９）    

宗内宗内宗内宗内    駿１級駿１級駿１級駿１級        （１２５２）（１２５２）（１２５２）（１２５２）                            野中洋介１級野中洋介１級野中洋介１級野中洋介１級        （１２４２）（１２４２）（１２４２）（１２４２）    

宮宮宮宮浦浦浦浦    猛４級猛４級猛４級猛４級        （１２３９）（１２３９）（１２３９）（１２３９）                            大西大西大西大西    萌３級萌３級萌３級萌３級        （１２３８）（１２３８）（１２３８）（１２３８）    

曽我美春江６級曽我美春江６級曽我美春江６級曽我美春江６級    （１２２１）（１２２１）（１２２１）（１２２１）                            田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級田中亮典１級        （１２２１（１２２１（１２２１（１２２１））））    

尾埼尾埼尾埼尾埼    啓３啓３啓３啓３級級級級        （（（（１２１３１２１３１２１３１２１３））））                            井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        （１２１１）（１２１１）（１２１１）（１２１１）    

谷川和優３級谷川和優３級谷川和優３級谷川和優３級        （１２０７）（１２０７）（１２０７）（１２０７）                            杉野伸明４級杉野伸明４級杉野伸明４級杉野伸明４級        （１２０２）（１２０２）（１２０２）（１２０２）    

高市高市高市高市    正３級正３級正３級正３級            （１１９８）（１１９８）（１１９８）（１１９８）                            西部広務４級西部広務４級西部広務４級西部広務４級        （１１９３）（１１９３）（１１９３）（１１９３）    

小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級小網到谷３級        （１１８８（１１８８（１１８８（１１８８））））                            渡部将平３渡部将平３渡部将平３渡部将平３級級級級        （１１８３）（１１８３）（１１８３）（１１８３）    



西濱隆久５級西濱隆久５級西濱隆久５級西濱隆久５級        （１１８２）（１１８２）（１１８２）（１１８２）                            浜田浜田浜田浜田    翼４級翼４級翼４級翼４級        （１１８２）（１１８２）（１１８２）（１１８２）    

阿部真実阿部真実阿部真実阿部真実４級４級４級４級        （１１７９）（１１７９）（１１７９）（１１７９）                            中野中野中野中野    葵５級葵５級葵５級葵５級        （１１７４）（１１７４）（１１７４）（１１７４）    

岡田晃季２岡田晃季２岡田晃季２岡田晃季２級級級級        （１１７３（１１７３（１１７３（１１７３））））                            広木哲也１級広木哲也１級広木哲也１級広木哲也１級        （１１６７）（１１６７）（１１６７）（１１６７）    

西上武志２西上武志２西上武志２西上武志２級級級級        （１１６３）（１１６３）（１１６３）（１１６３）                            柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬    光２級光２級光２級光２級        （１１６０）（１１６０）（１１６０）（１１６０）    

田野田野田野田野    徹４級徹４級徹４級徹４級        （１１４９）（１１４９）（１１４９）（１１４９）                            大野明義５大野明義５大野明義５大野明義５級級級級        （１１４２（１１４２（１１４２（１１４２））））    

山口公生４級山口公生４級山口公生４級山口公生４級        （１１３６（１１３６（１１３６（１１３６））））                            山内靖樹５級山内靖樹５級山内靖樹５級山内靖樹５級        （１１２９）（１１２９）（１１２９）（１１２９）    

河本満久２級河本満久２級河本満久２級河本満久２級        （１１２９）（１１２９）（１１２９）（１１２９）                            宗内宗内宗内宗内    慧２級慧２級慧２級慧２級            （１１１７）（１１１７）（１１１７）（１１１７）    

矢野貴大２級矢野貴大２級矢野貴大２級矢野貴大２級        （１１１３）（１１１３）（１１１３）（１１１３）                            宇都宮靖久２級宇都宮靖久２級宇都宮靖久２級宇都宮靖久２級    （１１０４）（１１０４）（１１０４）（１１０４）    

菊田正幸６級菊田正幸６級菊田正幸６級菊田正幸６級        （１０９６）（１０９６）（１０９６）（１０９６）                            今本真二郎５級今本真二郎５級今本真二郎５級今本真二郎５級    （１０９０）（１０９０）（１０９０）（１０９０）    

石川石川石川石川    正３級正３級正３級正３級        （１０８８）（１０８８）（１０８８）（１０８８）                            小野晃己１小野晃己１小野晃己１小野晃己１級級級級        （１０８７）（１０８７）（１０８７）（１０８７）    

土居紀子４級土居紀子４級土居紀子４級土居紀子４級        （１０７９（１０７９（１０７９（１０７９））））                            宮川拓也２宮川拓也２宮川拓也２宮川拓也２級級級級        （１０７９）（１０７９）（１０７９）（１０７９）    

武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級        （１０７７）（１０７７）（１０７７）（１０７７）                            栗原雅人６栗原雅人６栗原雅人６栗原雅人６級級級級        （１０５４（１０５４（１０５４（１０５４））））    

井原幹陽２井原幹陽２井原幹陽２井原幹陽２級級級級        （１０４９）（１０４９）（１０４９）（１０４９）                            伊東慶春６級伊東慶春６級伊東慶春６級伊東慶春６級        （１０４８）（１０４８）（１０４８）（１０４８）    

延永峻任５級延永峻任５級延永峻任５級延永峻任５級        （１０４７）（１０４７）（１０４７）（１０４７）                            山内惟真４山内惟真４山内惟真４山内惟真４級級級級        （１０４０）（１０４０）（１０４０）（１０４０）    

尾崎友子８級尾崎友子８級尾崎友子８級尾崎友子８級            （１０１７）（１０１７）（１０１７）（１０１７）                            高石詳治８級高石詳治８級高石詳治８級高石詳治８級        （１００８）（１００８）（１００８）（１００８）    

佐々木大輔６級佐々木大輔６級佐々木大輔６級佐々木大輔６級    （１（１（１（１００６）００６）００６）００６）                            宮内拓夢１０級宮内拓夢１０級宮内拓夢１０級宮内拓夢１０級        （９８４）（９８４）（９８４）（９８４）    

堀内将希６級堀内将希６級堀内将希６級堀内将希６級            （９７７）（９７７）（９７７）（９７７）                            牟田口環美３級牟田口環美３級牟田口環美３級牟田口環美３級        （９７１）（９７１）（９７１）（９７１）    

伊藤瑠理８級伊藤瑠理８級伊藤瑠理８級伊藤瑠理８級            （９６３）（９６３）（９６３）（９６３）                            矢野裕季１０級矢野裕季１０級矢野裕季１０級矢野裕季１０級        （９６１）（９６１）（９６１）（９６１）    

岡岡岡岡    彩文５級彩文５級彩文５級彩文５級            （９６０）（９６０）（９６０）（９６０）                            尾崎将也６尾崎将也６尾崎将也６尾崎将也６級級級級                （９２９）（９２９）（９２９）（９２９）    

藤内ひかる５級藤内ひかる５級藤内ひかる５級藤内ひかる５級        （８５９）（８５９）（８５９）（８５９）    

第１回あましん子ども将棋団体戦第１回あましん子ども将棋団体戦第１回あましん子ども将棋団体戦第１回あましん子ども将棋団体戦        

１２月８日（日）尼崎市１２月８日（日）尼崎市１２月８日（日）尼崎市１２月８日（日）尼崎市    ＡＲＩＣＡＲＩＣＡＲＩＣＡＲＩＣ    １３時開始１３時開始１３時開始１３時開始    

優勝優勝優勝優勝    松山将棋センターＡ（村田松山将棋センターＡ（村田松山将棋センターＡ（村田松山将棋センターＡ（村田    楽四段格・中村幸佑四段・廉谷直大四段）楽四段格・中村幸佑四段・廉谷直大四段）楽四段格・中村幸佑四段・廉谷直大四段）楽四段格・中村幸佑四段・廉谷直大四段）    

準優勝準優勝準優勝準優勝    かわきょーＺ（大阪府大阪市）かわきょーＺ（大阪府大阪市）かわきょーＺ（大阪府大阪市）かわきょーＺ（大阪府大阪市）    

３位３位３位３位    松山将棋センタ松山将棋センタ松山将棋センタ松山将棋センターＳ（牟田口群英五段格・垣生蒼月三段格・山崎大輝四段）ーＳ（牟田口群英五段格・垣生蒼月三段格・山崎大輝四段）ーＳ（牟田口群英五段格・垣生蒼月三段格・山崎大輝四段）ーＳ（牟田口群英五段格・垣生蒼月三段格・山崎大輝四段）    

４位４位４位４位    水島子ども将棋Ｓ（岡山県倉敷市）水島子ども将棋Ｓ（岡山県倉敷市）水島子ども将棋Ｓ（岡山県倉敷市）水島子ども将棋Ｓ（岡山県倉敷市）    

１回戦１回戦１回戦１回戦    松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ    ２－１２－１２－１２－１    松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ    

    村田村田村田村田    楽× ○牟田口群英楽× ○牟田口群英楽× ○牟田口群英楽× ○牟田口群英    

中村幸佑○ ×垣生蒼月中村幸佑○ ×垣生蒼月中村幸佑○ ×垣生蒼月中村幸佑○ ×垣生蒼月    

廉谷直大○ ×山崎大輝廉谷直大○ ×山崎大輝廉谷直大○ ×山崎大輝廉谷直大○ ×山崎大輝    

１回戦１回戦１回戦１回戦    かわきょーＺかわきょーＺかわきょーＺかわきょーＺ    ３－０３－０３－０３－０    水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ    

３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦    

松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ松山将棋センターＳ    ３－０３－０３－０３－０    水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ水島子ども将棋教室Ｓ    

牟田口群英○ ×牟田口群英○ ×牟田口群英○ ×牟田口群英○ ×狩山幹生狩山幹生狩山幹生狩山幹生    

    垣生蒼月○ × 原俊輔垣生蒼月○ × 原俊輔垣生蒼月○ × 原俊輔垣生蒼月○ × 原俊輔    

        山崎大輝○ ×河 佑一郎山崎大輝○ ×河 佑一郎山崎大輝○ ×河 佑一郎山崎大輝○ ×河 佑一郎    

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦    

松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ松山将棋センターＡ    ２－１２－１２－１２－１    かわきょーＺかわきょーＺかわきょーＺかわきょーＺ    

村田村田村田村田    楽○ ×勝本楽○ ×勝本楽○ ×勝本楽○ ×勝本    篤篤篤篤    

中村幸佑○ ×中村幸佑○ ×中村幸佑○ ×中村幸佑○ ×多紀雄太多紀雄太多紀雄太多紀雄太    

廉谷直大× ○林翔太郎廉谷直大× ○林翔太郎廉谷直大× ○林翔太郎廉谷直大× ○林翔太郎    

                                                

    



行行行行    事事事事    予予予予    定定定定    表表表表（２月上（２月上（２月上（２月上旬まで）旬まで）旬まで）旬まで）    

１２１２１２１２月２８日（土）１０時～１２時月２８日（土）１０時～１２時月２８日（土）１０時～１２時月２８日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント    

２９日（日）２９日（日）２９日（日）２９日（日）★年忘れ手合い割大会★年忘れ手合い割大会★年忘れ手合い割大会★年忘れ手合い割大会    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    

１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント    

３０日（月）３０日（月）３０日（月）３０日（月）★２０１３最後の将棋大会★２０１３最後の将棋大会★２０１３最後の将棋大会★２０１３最後の将棋大会    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始        

                                    １５時～今年最後の手合い割りトーナメント１５時～今年最後の手合い割りトーナメント１５時～今年最後の手合い割りトーナメント１５時～今年最後の手合い割りトーナメント    

２０１３年３１日（火）大晦日（休日）２０１３年３１日（火）大晦日（休日）２０１３年３１日（火）大晦日（休日）２０１３年３１日（火）大晦日（休日）    

２０１４年１月１日（水）元旦（休日）２０１４年１月１日（水）元旦（休日）２０１４年１月１日（水）元旦（休日）２０１４年１月１日（水）元旦（休日）    

                ２日（木）１２時～営２日（木）１２時～営２日（木）１２時～営２日（木）１２時～営業業業業    

★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～    優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円    

        ３日（３日（３日（３日（金金金金））））★新春お年玉手合い割り大会★新春お年玉手合い割り大会★新春お年玉手合い割り大会★新春お年玉手合い割り大会    優勝賞金１００００円優勝賞金１００００円優勝賞金１００００円優勝賞金１００００円    ９時３０分受付１０時開始９時３０分受付１０時開始９時３０分受付１０時開始９時３０分受付１０時開始    

                                    １５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント    

４日（土）１０時～１２時４日（土）１０時～１２時４日（土）１０時～１２時４日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～★新春手合い割りトーナメント１３時～    優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円優勝賞金５０００円    

５日（日）５日（日）５日（日）５日（日）★第１２８★第１２８★第１２８★第１２８回手合い割月例会回手合い割月例会回手合い割月例会回手合い割月例会    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    

１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント１５時～日曜手合い割りトーナメント    

６日（月）～１０日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室６日（月）～１０日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室６日（月）～１０日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室６日（月）～１０日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

１１日（土）１０時～１２時１１日（土）１０時～１２時１１日（土）１０時～１２時１１日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

★★★★第５７回小熊第５７回小熊第５７回小熊第５７回小熊会会会会    １３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日    

１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント    

１２日（日）１２日（日）１２日（日）１２日（日）☆第３９回全国小学生名人戦☆第３９回全国小学生名人戦☆第３９回全国小学生名人戦☆第３９回全国小学生名人戦    愛媛県大会愛媛県大会愛媛県大会愛媛県大会    コムズコムズコムズコムズ    ９時受付１０時開始９時受付１０時開始９時受付１０時開始９時受付１０時開始    

★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席    １３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント    

１３日（月）１３日（月）１３日（月）１３日（月）★第３７回手合い割戦★第３７回手合い割戦★第３７回手合い割戦★第３７回手合い割戦    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    

１５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント１５時～祝日手合い割りトーナメント    

（＊注（＊注（＊注（＊注    祝日は子ども教室の指導対局は行いません道場の手合い割戦になります。指導対局祝日は子ども教室の指導対局は行いません道場の手合い割戦になります。指導対局祝日は子ども教室の指導対局は行いません道場の手合い割戦になります。指導対局祝日は子ども教室の指導対局は行いません道場の手合い割戦になります。指導対局    

希望の方は別の日に振替えお願いします。毎日コースの方は道場の席料が必要になります。）希望の方は別の日に振替えお願いします。毎日コースの方は道場の席料が必要になります。）希望の方は別の日に振替えお願いします。毎日コースの方は道場の席料が必要になります。）希望の方は別の日に振替えお願いします。毎日コースの方は道場の席料が必要になります。）    

１３日（月）～１７日（１３日（月）～１７日（１３日（月）～１７日（１３日（月）～１７日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

１８日（土）１０時～１２時１８日（土）１０時～１２時１８日（土）１０時～１２時１８日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

★第６２回ヒグマ★第６２回ヒグマ★第６２回ヒグマ★第６２回ヒグマ会会会会    １３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日１３時３０分開始～終日    

１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント    

            １９日（日）１９日（日）１９日（日）１９日（日）☆第３７回朝日アマ将棋名人戦四国ブロック大会☆第３７回朝日アマ将棋名人戦四国ブロック大会☆第３７回朝日アマ将棋名人戦四国ブロック大会☆第３７回朝日アマ将棋名人戦四国ブロック大会    ９時受付９時受付９時受付９時受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    

                                                                                            ひめぎんホール別館ひめぎんホール別館ひめぎんホール別館ひめぎんホール別館    第１３・１４会議室第１３・１４会議室第１３・１４会議室第１３・１４会議室    

★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席★松山将棋センター１１時開席    １３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント１３時～日曜手合い割りトーナメント    

２０日（月）～２４２０日（月）～２４２０日（月）～２４２０日（月）～２４日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

２５日（土）１０時～１２時２５日（土）１０時～１２時２５日（土）１０時～１２時２５日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

１４時～１４時～１４時～１４時～土曜手合い割りトーナメント土曜手合い割りトーナメント土曜手合い割りトーナメント土曜手合い割りトーナメント    

２６日（日）２６日（日）２６日（日）２６日（日）★第９３回月例レーティング★第９３回月例レーティング★第９３回月例レーティング★第９３回月例レーティング    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    

１５時～日曜手合い割りトーナメン１５時～日曜手合い割りトーナメン１５時～日曜手合い割りトーナメン１５時～日曜手合い割りトーナメントトトト    

２７日（月）～３１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２７日（月）～３１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２７日（月）～３１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２７日（月）～３１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

２月２月２月２月    １日（土）１０時～１２時１日（土）１０時～１２時１日（土）１０時～１２時１日（土）１０時～１２時    子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室子ども将棋教室    

１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント１４時～土曜手合い割りトーナメント    

２日（日）２日（日）２日（日）２日（日）★第１２９回手合い割月例会★第１２９回手合い割月例会★第１２９回手合い割月例会★第１２９回手合い割月例会    ９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付９時３０分受付    １０時開始１０時開始１０時開始１０時開始    


