
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２８平成２８平成２８平成２８年年年年３３３３月月月月１５１５１５１５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１２９第１２９第１２９第１２９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１５２★第１５２★第１５２★第１５２回月例手合い割大会回月例手合い割大会回月例手合い割大会回月例手合い割大会    １月１７１月１７１月１７１月１７日（日）日（日）日（日）日（日）    

有段者の部有段者の部有段者の部有段者の部    優勝優勝優勝優勝    坪内達平坪内達平坪内達平坪内達平Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段        準優勝準優勝準優勝準優勝    貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段            ３位３位３位３位    種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段    

                                                                            ４位４位４位４位    佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格            ５位５位５位５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    

級位者の部級位者の部級位者の部級位者の部    優勝優勝優勝優勝    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級            準優勝準優勝準優勝準優勝    坂本しおり１級坂本しおり１級坂本しおり１級坂本しおり１級            ３位３位３位３位    山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級    

                                                                            ４位４位４位４位    松本帝汰５松本帝汰５松本帝汰５松本帝汰５級級級級                ５位５位５位５位    河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級    

★第１１７★第１１７★第１１７★第１１７回月例レーティング大会回月例レーティング大会回月例レーティング大会回月例レーティング大会    １月２４１月２４１月２４１月２４日（日）日（日）日（日）日（日）    

Ｓ級Ｓ級Ｓ級Ｓ級    優勝優勝優勝優勝    山根ことみ山根ことみ山根ことみ山根ことみ（（（（１９４７１９４７１９４７１９４７）準優勝）準優勝）準優勝）準優勝    菊地智久菊地智久菊地智久菊地智久（（（（１７９９１７９９１７９９１７９９）３位）３位）３位）３位    種植太一種植太一種植太一種植太一（（（（１７７２１７７２１７７２１７７２））））    

Ａ級Ａ級Ａ級Ａ級    優勝優勝優勝優勝    中城秀水中城秀水中城秀水中城秀水    （（（（１５０６１５０６１５０６１５０６）準優勝）準優勝）準優勝）準優勝    野中匡俊野中匡俊野中匡俊野中匡俊（（（（１６２４１６２４１６２４１６２４））））３位３位３位３位    正盛正盛正盛正盛    猛猛猛猛（（（（１５６４１５６４１５６４１５６４））））    

Ｂ級Ｂ級Ｂ級Ｂ級    優勝優勝優勝優勝    中里勇輝中里勇輝中里勇輝中里勇輝    （（（（１３２８１３２８１３２８１３２８）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（（（（１３１９１３１９１３１９１３１９）３位）３位）３位）３位    黒川数雄黒川数雄黒川数雄黒川数雄（（（（１３２０１３２０１３２０１３２０））））    

★第７２回手合い割大会★第７２回手合い割大会★第７２回手合い割大会★第７２回手合い割大会    １月１月１月１月３１日（日３１日（日３１日（日３１日（日））））    

優勝優勝優勝優勝    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        準優勝準優勝準優勝準優勝    栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級    ３位３位３位３位    浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段        

４位４位４位４位    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        ５位５位５位５位    田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格    

★第１５３回手合い割月例会★第１５３回手合い割月例会★第１５３回手合い割月例会★第１５３回手合い割月例会        ２月２月２月２月    ７７７７日（日日（日日（日日（日））））    

有段者の部有段者の部有段者の部有段者の部    優勝優勝優勝優勝    西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格        準優勝準優勝準優勝準優勝    山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段    ３位３位３位３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    

４位４位４位４位    杉本有司三段格杉本有司三段格杉本有司三段格杉本有司三段格        ５位５位５位５位    種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段    

級位者の部級位者の部級位者の部級位者の部    優勝優勝優勝優勝    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        準優勝準優勝準優勝準優勝    武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級            ３位３位３位３位    松本吉史２級松本吉史２級松本吉史２級松本吉史２級    

                                                                            ４位４位４位４位    直樹直樹直樹直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級            ５位５位５位５位    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級    

★第★第★第★第７３回手合い割大会７３回手合い割大会７３回手合い割大会７３回手合い割大会    ２月１１日（祝２月１１日（祝２月１１日（祝２月１１日（祝））））    

優勝優勝優勝優勝    藤原志朗三段格藤原志朗三段格藤原志朗三段格藤原志朗三段格    準優勝準優勝準優勝準優勝    野島進太郎五段格野島進太郎五段格野島進太郎五段格野島進太郎五段格    ３位３位３位３位    中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段    

４位４位４位４位    山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級        ５位５位５位５位    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級    

★第１１８回レーティング月例会★第１１８回レーティング月例会★第１１８回レーティング月例会★第１１８回レーティング月例会    ２月１４日（日）２月１４日（日）２月１４日（日）２月１４日（日）    

Ｓ級Ｓ級Ｓ級Ｓ級    優勝優勝優勝優勝    村田村田村田村田    楽（楽（楽（楽（２０１３２０１３２０１３２０１３））））    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（２００７２００７２００７２００７））））    ３位３位３位３位    越智琳太（越智琳太（越智琳太（越智琳太（１７０３１７０３１７０３１７０３））））    

Ａ級Ａ級Ａ級Ａ級    優勝優勝優勝優勝    清水知己（清水知己（清水知己（清水知己（１５４５１５４５１５４５１５４５））））    準優勝準優勝準優勝準優勝    塩田塩田塩田塩田    潔（潔（潔（潔（１６４２１６４２１６４２１６４２））））    ３位３位３位３位    野中匡俊（野中匡俊（野中匡俊（野中匡俊（１５６９１５６９１５６９１５６９））））    

Ｂ級Ｂ級Ｂ級Ｂ級    優勝優勝優勝優勝    井上憲一（井上憲一（井上憲一（井上憲一（１２３８１２３８１２３８１２３８））））    準優勝準優勝準優勝準優勝    西上武志（西上武志（西上武志（西上武志（１３２９１３２９１３２９１３２９））））    ３位３位３位３位    尾埼尾埼尾埼尾埼    啓（啓（啓（啓（１３５４１３５４１３５４１３５４））））    

★第★第★第★第７４回手合い割大会７４回手合い割大会７４回手合い割大会７４回手合い割大会    ２月２８２月２８２月２８２月２８日日日日（日（日（日（日））））    

優勝優勝優勝優勝    塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段    準優勝準優勝準優勝準優勝    貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段    ３位３位３位３位    河本満久２級河本満久２級河本満久２級河本満久２級        

４位４位４位４位    直樹直樹直樹直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級    ５位５位５位５位    武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級    

★第１５４回手合い割月例会★第１５４回手合い割月例会★第１５４回手合い割月例会★第１５４回手合い割月例会    ３月１３３月１３３月１３３月１３日（日）日（日）日（日）日（日）    

有段者の部有段者の部有段者の部有段者の部    優勝優勝優勝優勝    三代瑛介五段格三代瑛介五段格三代瑛介五段格三代瑛介五段格    準優勝準優勝準優勝準優勝    西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    ３位３位３位３位    坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格    

                                                                        ４位４位４位４位    中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格    ５位５位５位５位    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    

級位者の部級位者の部級位者の部級位者の部    優勝優勝優勝優勝    鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級        準優勝準優勝準優勝準優勝    松本帝汰５級松本帝汰５級松本帝汰５級松本帝汰５級        ３位３位３位３位    武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級    

                                                                        ４位４位４位４位    直樹直樹直樹直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級        ５位５位５位５位    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級    

★第３９回朝日アマ名人戦四国大会★第３９回朝日アマ名人戦四国大会★第３９回朝日アマ名人戦四国大会★第３９回朝日アマ名人戦四国大会    １月１７日（日）１月１７日（日）１月１７日（日）１月１７日（日）        

優勝優勝優勝優勝    野崎雅敬野崎雅敬野崎雅敬野崎雅敬（徳島）（徳島）（徳島）（徳島）    準優勝準優勝準優勝準優勝    寺谷仁志寺谷仁志寺谷仁志寺谷仁志（徳島）（徳島）（徳島）（徳島）    ３位３位３位３位    吉武大輝吉武大輝吉武大輝吉武大輝（愛媛）（愛媛）（愛媛）（愛媛）岡岡岡岡    茂樹茂樹茂樹茂樹（香川）（香川）（香川）（香川）    

☆女流棋士☆女流棋士☆女流棋士☆女流棋士    山根ことみ後援会山根ことみ後援会山根ことみ後援会山根ことみ後援会    愛駒会愛駒会愛駒会愛駒会入会者募集中☆入会者募集中☆入会者募集中☆入会者募集中☆    

１０月１日より、山根ことみ女流初段の後援会「愛駒会」の会員募集中です。会費は１０１０月１日より、山根ことみ女流初段の後援会「愛駒会」の会員募集中です。会費は１０１０月１日より、山根ことみ女流初段の後援会「愛駒会」の会員募集中です。会費は１０１０月１日より、山根ことみ女流初段の後援会「愛駒会」の会員募集中です。会費は１０

月～９月末の１年間で１口３０００円です。問い合わせ先は事務局松山将棋センター児島ま月～９月末の１年間で１口３０００円です。問い合わせ先は事務局松山将棋センター児島ま月～９月末の１年間で１口３０００円です。問い合わせ先は事務局松山将棋センター児島ま月～９月末の１年間で１口３０００円です。問い合わせ先は事務局松山将棋センター児島ま

でお問い合わせください。また、現会員の方は、更新手続きをお願いします。でお問い合わせください。また、現会員の方は、更新手続きをお願いします。でお問い合わせください。また、現会員の方は、更新手続きをお願いします。でお問い合わせください。また、現会員の方は、更新手続きをお願いします。    



☆第４５回全国支部対抗戦・名人戦愛媛県大会☆第４５回全国支部対抗戦・名人戦愛媛県大会☆第４５回全国支部対抗戦・名人戦愛媛県大会☆第４５回全国支部対抗戦・名人戦愛媛県大会    ２月２１日（日）２月２１日（日）２月２１日（日）２月２１日（日）    会場会場会場会場    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    

優勝優勝優勝優勝        松山坊っちゃん支部Ｃ（三代瑛介・種植太一・越智琳太）準優勝松山坊っちゃん支部Ｃ（三代瑛介・種植太一・越智琳太）準優勝松山坊っちゃん支部Ｃ（三代瑛介・種植太一・越智琳太）準優勝松山坊っちゃん支部Ｃ（三代瑛介・種植太一・越智琳太）準優勝    今治中央支部今治中央支部今治中央支部今治中央支部        

３位３位３位３位        松山坊っちゃん支部Ａ（浜田久一郎・菊地智久・伊藤直毅）松山坊っちゃん支部Ａ（浜田久一郎・菊地智久・伊藤直毅）松山坊っちゃん支部Ａ（浜田久一郎・菊地智久・伊藤直毅）松山坊っちゃん支部Ａ（浜田久一郎・菊地智久・伊藤直毅）    ３位３位３位３位    十八歩支部十八歩支部十八歩支部十八歩支部    

名人戦名人戦名人戦名人戦    優勝優勝優勝優勝    一色厚志（松山坊っちゃん支部）一色厚志（松山坊っちゃん支部）一色厚志（松山坊っちゃん支部）一色厚志（松山坊っちゃん支部）    準優勝準優勝準優勝準優勝    佐々木康介（今治中央支部）佐々木康介（今治中央支部）佐々木康介（今治中央支部）佐々木康介（今治中央支部）    

３位３位３位３位    小西信樹（松山坊っちゃん支部）小西信樹（松山坊っちゃん支部）小西信樹（松山坊っちゃん支部）小西信樹（松山坊っちゃん支部）    ３位３位３位３位        中村幸佑（松山坊っちゃん支部）中村幸佑（松山坊っちゃん支部）中村幸佑（松山坊っちゃん支部）中村幸佑（松山坊っちゃん支部）    

Ｂ級Ｂ級Ｂ級Ｂ級        優勝優勝優勝優勝    黒田勝行黒田勝行黒田勝行黒田勝行    準優勝準優勝準優勝準優勝    清水誠人清水誠人清水誠人清水誠人    ３位３位３位３位    中里勇輝中里勇輝中里勇輝中里勇輝    ３位３位３位３位    河端崇瑛河端崇瑛河端崇瑛河端崇瑛    

☆第２３回シニア名人戦☆第２３回シニア名人戦☆第２３回シニア名人戦☆第２３回シニア名人戦    愛媛県大会愛媛県大会愛媛県大会愛媛県大会    同上同上同上同上    

優勝優勝優勝優勝    松田耕治（松山坊っちゃん支部）松田耕治（松山坊っちゃん支部）松田耕治（松山坊っちゃん支部）松田耕治（松山坊っちゃん支部）    準優勝準優勝準優勝準優勝    冨岡唯夫（愛媛みかん支部）冨岡唯夫（愛媛みかん支部）冨岡唯夫（愛媛みかん支部）冨岡唯夫（愛媛みかん支部）    

３位３位３位３位    宮内教行（松山坊っちゃん支部）宮内教行（松山坊っちゃん支部）宮内教行（松山坊っちゃん支部）宮内教行（松山坊っちゃん支部）    ３位３位３位３位        亀田亀田亀田亀田    優（新居浜支部）優（新居浜支部）優（新居浜支部）優（新居浜支部）    

☆キッズカーニバル将棋大会☆キッズカーニバル将棋大会☆キッズカーニバル将棋大会☆キッズカーニバル将棋大会    ２月２８日（日）２月２８日（日）２月２８日（日）２月２８日（日）    ひめぎんホールひめぎんホールひめぎんホールひめぎんホール    

AAAA 級級級級    優勝優勝優勝優勝    種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段        準優勝準優勝準優勝準優勝    清清清清水知己三段水知己三段水知己三段水知己三段        ３位３位３位３位    宮浦宮浦宮浦宮浦    猛二段格猛二段格猛二段格猛二段格    

BBBB 級級級級    優勝優勝優勝優勝    河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級        準優勝準優勝準優勝準優勝    大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級        ３位３位３位３位    松岡侑吾１級松岡侑吾１級松岡侑吾１級松岡侑吾１級    

CCCC 級級級級    優勝優勝優勝優勝    田中悠音７級田中悠音７級田中悠音７級田中悠音７級        準優勝準優勝準優勝準優勝    小山晃征８級小山晃征８級小山晃征８級小山晃征８級        ３位３位３位３位    西野永久７級西野永久７級西野永久７級西野永久７級    

DDDD 級級級級    優勝優勝優勝優勝    小林亮太１９級小林亮太１９級小林亮太１９級小林亮太１９級    準優勝準優勝準優勝準優勝    馬越遥人２０級馬越遥人２０級馬越遥人２０級馬越遥人２０級    ３位３位３位３位    小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級    

★第３８回★第３８回★第３８回★第３８回    全国レーティング選手権全国レーティング選手権全国レーティング選手権全国レーティング選手権    四国大会四国大会四国大会四国大会    ３月６日（日）３月６日（日）３月６日（日）３月６日（日）    

Ｓ級Ｓ級Ｓ級Ｓ級    優勝優勝優勝優勝    野島進太郎野島進太郎野島進太郎野島進太郎    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    ３位３位３位３位    松田耕治松田耕治松田耕治松田耕治    

Ａ級Ａ級Ａ級Ａ級    優勝優勝優勝優勝    清水知己清水知己清水知己清水知己    準優勝準優勝準優勝準優勝    佐藤聡朗佐藤聡朗佐藤聡朗佐藤聡朗    ３位３位３位３位    野中匡俊野中匡俊野中匡俊野中匡俊    

Ｂ級Ｂ級Ｂ級Ｂ級    優勝優勝優勝優勝    宮浦猛宮浦猛宮浦猛宮浦猛    準優勝準優勝準優勝準優勝    柳野秀樹柳野秀樹柳野秀樹柳野秀樹    ３位３位３位３位    辻上宗一郎辻上宗一郎辻上宗一郎辻上宗一郎    

Ｃ級Ｃ級Ｃ級Ｃ級    優勝優勝優勝優勝    井上憲一井上憲一井上憲一井上憲一    準準準準優勝優勝優勝優勝    黒川数雄黒川数雄黒川数雄黒川数雄    ３位３位３位３位    直樹靖直樹靖直樹靖直樹靖    

手合い割り戦１月～３手合い割り戦１月～３手合い割り戦１月～３手合い割り戦１月～３月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（３月１日現在（３月１日現在（３月１日現在（３月１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    

①①①①栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級    １１３局１１３局１１３局１１３局        ①栗原雅人３級①栗原雅人３級①栗原雅人３級①栗原雅人３級        ６１６１６１６１勝勝勝勝        ①①①①井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級            0.5410.5410.5410.541    

②②②②山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級    １１１１００００００００局局局局        ②②②②山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級        ５４５４５４５４勝勝勝勝            ②②②②山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級            0.5400.5400.5400.540    

③③③③宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級        ９４局９４局９４局９４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        ４６勝４６勝４６勝４６勝        ②②②②栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級            0.0.0.0.555540404040    

④④④④井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        ８５８５８５８５局局局局        ④④④④宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級        ４４４４４４４４勝勝勝勝        ④④④④直樹直樹直樹直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級            0.5000.5000.5000.500    

⑤⑤⑤⑤河本満久２級河本満久２級河本満久２級河本満久２級        ７１局７１局７１局７１局        ⑤河本満久２級⑤河本満久２級⑤河本満久２級⑤河本満久２級        ２２２２２２２２勝勝勝勝        ⑤⑤⑤⑤宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級            0.4680.4680.4680.468    

⑥直樹⑥直樹⑥直樹⑥直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級        ３４局３４局３４局３４局        ⑥直樹⑥直樹⑥直樹⑥直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級        １７１７１７１７勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥西岡西岡西岡西岡    計２級計２級計２級計２級            0.0.0.0.417417417417    

⑦⑦⑦⑦武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級        ２８２８２８２８局局局局        ⑦⑦⑦⑦武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級        １１１１１１１１勝勝勝勝        ⑦⑦⑦⑦武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級            0.3930.3930.3930.393    

⑧⑧⑧⑧西岡西岡西岡西岡    計２級計２級計２級計２級        ２４２４２４２４局局局局        ⑧⑧⑧⑧西岡西岡西岡西岡    計２級計２級計２級計２級        １０勝１０勝１０勝１０勝        ⑧⑧⑧⑧河本満久２級河本満久２級河本満久２級河本満久２級            0.3100.3100.3100.310    

⑨松本吉史２級⑨松本吉史２級⑨松本吉史２級⑨松本吉史２級        １１１１１１１１局局局局        ⑨⑨⑨⑨松本吉史２級松本吉史２級松本吉史２級松本吉史２級            ６６６６勝勝勝勝            

⑩⑩⑩⑩渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級            ８局８局８局８局        ⑩坂本⑩坂本⑩坂本⑩坂本    勲１級勲１級勲１級勲１級            ４４４４勝勝勝勝            

次点坂本次点坂本次点坂本次点坂本    勲１級勲１級勲１級勲１級        ６６６６局局局局        次点次点次点次点渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級        ３３３３勝勝勝勝    

    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        ６６６６局局局局                小泉雅行３級小泉雅行３級小泉雅行３級小泉雅行３級        ３勝３勝３勝３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        井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２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        栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級栗原雅人３級    

手合い割り戦参加者は１５２名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１５２名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１５２名。勝率部門公認の１５局手合い割り戦参加者は１５２名。勝率部門公認の１５局    対局者は８２名。上記の成績に対局者は８２名。上記の成績に対局者は８２名。上記の成績に対局者は８２名。上記の成績に

は、将棋センターで行われる、土日祝は、将棋センターで行われる、土日祝は、将棋センターで行われる、土日祝は、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、例会日の手合い割り戦、手合い割りトーナメント戦、例会日の手合い割り戦、手合い割りトーナメント戦、例会日の手合い割り戦、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。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。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。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。    

小熊会小熊会小熊会小熊会    ヒグマ会のお知らせヒグマ会のお知らせヒグマ会のお知らせヒグマ会のお知らせ    

小熊会・ヒグマ会の制度が変わりました。１カ月通してのリーグ戦で行います。相手のい小熊会・ヒグマ会の制度が変わりました。１カ月通してのリーグ戦で行います。相手のい小熊会・ヒグマ会の制度が変わりました。１カ月通してのリーグ戦で行います。相手のい小熊会・ヒグマ会の制度が変わりました。１カ月通してのリーグ戦で行います。相手のい

る時はいつでも対戦可能です。参加希望の方は、受付までお申し出ください。初段以上のる時はいつでも対戦可能です。参加希望の方は、受付までお申し出ください。初段以上のる時はいつでも対戦可能です。参加希望の方は、受付までお申し出ください。初段以上のる時はいつでも対戦可能です。参加希望の方は、受付までお申し出ください。初段以上の    

子ども教室の皆さんで有段者以上の方は小熊会・ヒグマ会を優先して行いますので子ども教室の皆さんで有段者以上の方は小熊会・ヒグマ会を優先して行いますので子ども教室の皆さんで有段者以上の方は小熊会・ヒグマ会を優先して行いますので子ども教室の皆さんで有段者以上の方は小熊会・ヒグマ会を優先して行いますので、土曜日、土曜日、土曜日、土曜日

は参加費として月８００円必要となります。アマレン会員は２００円引きです。は参加費として月８００円必要となります。アマレン会員は２００円引きです。は参加費として月８００円必要となります。アマレン会員は２００円引きです。は参加費として月８００円必要となります。アマレン会員は２００円引きです。ご了承くだご了承くだご了承くだご了承くだ

さいさいさいさい    



手手手手割り戦１割り戦１割り戦１割り戦１月～月～月～月～３３３３月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（（（（３月１日現在３月１日現在３月１日現在３月１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田中亮典初段格１３９田中亮典初段格１３９田中亮典初段格１３９田中亮典初段格１３９局局局局        ①①①①米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段            ６９６９６９６９勝勝勝勝        ①①①①柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格            0.0.0.0.756756756756    

②②②②米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段    １３７１３７１３７１３７局局局局        ②②②②柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格柳野秀樹三段格        ６２６２６２６２勝勝勝勝        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        0.0.0.0.677677677677    

③③③③桑名房征二段桑名房征二段桑名房征二段桑名房征二段    １１２１１２１１２１１２局局局局        ③③③③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        ５８５８５８５８勝勝勝勝        ③③③③清水誠人二段格清水誠人二段格清水誠人二段格清水誠人二段格        0.0.0.0.676676676676    

④④④④黒川数雄初段格１００黒川数雄初段格１００黒川数雄初段格１００黒川数雄初段格１００局局局局        ④④④④田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格        ５５５５５５５５勝勝勝勝        ④④④④冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段            0.6670.6670.6670.667    

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        ８９８９８９８９局局局局            ⑤⑤⑤⑤三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段            ５０５０５０５０勝勝勝勝        ⑤⑤⑤⑤松村崇志松村崇志松村崇志松村崇志四段四段四段四段            0.0.0.0.636636636636    

⑥⑥⑥⑥柳野秀樹三柳野秀樹三柳野秀樹三柳野秀樹三段格段格段格段格    ８２８２８２８２局局局局        ⑥⑥⑥⑥桑名房征二段桑名房征二段桑名房征二段桑名房征二段            ４６４６４６４６勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段            0.0.0.0.625625625625    

⑦⑦⑦⑦三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        ８０８０８０８０局局局局        ⑦⑦⑦⑦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        ４４４４４４４４勝勝勝勝        ⑦⑦⑦⑦塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段            0.6090.6090.6090.609    

⑧⑧⑧⑧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    ６５６５６５６５局局局局        ⑧⑧⑧⑧渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段            ４１４１４１４１勝勝勝勝        ⑧⑧⑧⑧杉本有司三段格杉本有司三段格杉本有司三段格杉本有司三段格        0.0.0.0.600600600600    

⑨⑨⑨⑨塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段        ６４６４６４６４局局局局        ⑨⑨⑨⑨塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段            ３９３９３９３９勝勝勝勝        ⑨⑨⑨⑨佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格    0.0.0.0.596596596596    

⑩⑩⑩⑩佐々木康介五段格５７佐々木康介五段格５７佐々木康介五段格５７佐々木康介五段格５７局局局局        ⑩⑩⑩⑩佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格    ３４３４３４３４勝勝勝勝        ⑩⑩⑩⑩増田一晶二段格増田一晶二段格増田一晶二段格増田一晶二段格        0.5790.5790.5790.579    

次点次点次点次点佐藤健一初段格５６佐藤健一初段格５６佐藤健一初段格５６佐藤健一初段格５６局局局局    次点佐藤健一初次点佐藤健一初次点佐藤健一初次点佐藤健一初段格段格段格段格        ２５２５２５２５勝勝勝勝        次点次点次点次点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        0.5470.5470.5470.547    

☆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    なしなしなしなし            中島清四郎初段格中島清四郎初段格中島清四郎初段格中島清四郎初段格        ２５２５２５２５勝勝勝勝    

手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦手合い割り戦１月～３１月～３１月～３１月～３月末成績表月末成績表月末成績表月末成績表（３月１日（３月１日（３月１日（３月１日現在現在現在現在）））） 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清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級        １２２１２２１２２１２２局局局局        ①①①①河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級        ３５３５３５３５勝勝勝勝        ①①①①渡部達貴５級渡部達貴５級渡部達貴５級渡部達貴５級        0.0.0.0.667667667667    

②②②②田窪天雅８級田窪天雅８級田窪天雅８級田窪天雅８級        １１３１１３１１３１１３局局局局        ②②②②清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級        ３２３２３２３２勝勝勝勝        ②②②②河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級        0.0.0.0.625625625625    

③③③③村上峻基１６級村上峻基１６級村上峻基１６級村上峻基１６級    １０５１０５１０５１０５局局局局        ③③③③宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級        ３０３０３０３０勝勝勝勝        ③③③③種植英太５級種植英太５級種植英太５級種植英太５級        0.0.0.0.588588588588    

④④④④宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級            ９５９５９５９５局局局局        ④④④④池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級        ２７２７２７２７勝勝勝勝        ④④④④山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級山﨑晴輝５級        0.0.0.0.545545545545    

⑤⑤⑤⑤田窪陽貴１０級田窪陽貴１０級田窪陽貴１０級田窪陽貴１０級        ８９８９８９８９局局局局        ⑤⑤⑤⑤田窪天雅８級田窪天雅８級田窪天雅８級田窪天雅８級        ２４２４２４２４勝勝勝勝        ⑤⑤⑤⑤池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級        0.0.0.0.540540540540    

⑥⑥⑥⑥児島純輝５級児島純輝５級児島純輝５級児島純輝５級            ８５８５８５８５局局局局        ⑥⑥⑥⑥児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級        ２３２３２３２３勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級    0000.500.500.500.500    

⑦⑦⑦⑦河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級河端崇瑛２級            ８４８４８４８４局局局局        ⑦⑦⑦⑦筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級        ２２２２２２２２勝勝勝勝        ⑥⑥⑥⑥松本帝汰５級松本帝汰５級松本帝汰５級松本帝汰５級        0.0.0.0.500500500500    

⑧⑧⑧⑧児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級            ７５７５７５７５局局局局        ⑧⑧⑧⑧児島純輝５級児島純輝５級児島純輝５級児島純輝５級        ２０２０２０２０勝勝勝勝        ⑧⑧⑧⑧筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級        0.0.0.0.489489489489    

⑨⑨⑨⑨池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級池内有彩２級            ７２７２７２７２局局局局        ⑧⑧⑧⑧大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級        ２０２０２０２０勝勝勝勝        ⑨⑨⑨⑨宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級        0.4740.4740.4740.474    

⑩西野永久７級⑩西野永久７級⑩西野永久７級⑩西野永久７級            ５４５４５４５４局局局局        ⑩西野永久７級⑩西野永久７級⑩西野永久７級⑩西野永久７級        １９１９１９１９勝勝勝勝            ⑩⑩⑩⑩小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級小松琳太郎１１級 0.0.0.0.467467467467    

次点次点次点次点筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級        ４９４９４９４９局局局局        次点次点次点次点佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級佐藤颯一郎１級１１１１８８８８勝勝勝勝        次点次点次点次点大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級大美文乃１級    0.0.0.0.455455455455    

☆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        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１１１１月月月月～～～～３３３３月月月月末成績表末成績表末成績表末成績表（（（（３月１日現在３月１日現在３月１日現在３月１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清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        １０３１０３１０３１０３局局局局        ①①①①清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段            ６９６９６９６９勝勝勝勝    ①①①①山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段 0.7270.7270.7270.727    

②②②②小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格        ８５８５８５８５局局局局        ②②②②西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格        ５０５０５０５０勝勝勝勝    ②②②②中村幸佑中村幸佑中村幸佑中村幸佑五段五段五段五段        0.0.0.0.721721721721    

③③③③西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格        ８２８２８２８２局局局局        ③③③③坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格    ４４４４４４４４勝勝勝勝    ③③③③宮浦宮浦宮浦宮浦    猛二段格猛二段格猛二段格猛二段格    0.7200.7200.7200.720    

④④④④小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格        ７５７５７５７５局局局局        ④④④④小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格        ４１４１４１４１勝勝勝勝    ④④④④清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        0.6700.6700.6700.670    

⑤⑤⑤⑤坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格    ７４７４７４７４局局局局        ⑤⑤⑤⑤小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格        ３６３６３６３６勝勝勝勝    ⑤⑤⑤⑤種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段        0.0.0.0.667667667667    

⑥⑥⑥⑥種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段            ５４５４５４５４局局局局        ⑤種植太一四段⑤種植太一四段⑤種植太一四段⑤種植太一四段            ３６３６３６３６勝勝勝勝    ⑥垣生蒼月五段格⑥垣生蒼月五段格⑥垣生蒼月五段格⑥垣生蒼月五段格    0.0.0.0.622622622622    

⑦⑦⑦⑦井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格        ４６４６４６４６局局局局        ⑦⑦⑦⑦山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段    ３２３２３２３２勝勝勝勝    ⑦⑦⑦⑦西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    0.0.0.0.610610610610    

⑧⑧⑧⑧山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段山根ことみＳ五段    ４４４４４４４４局局局局        ⑧⑧⑧⑧中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段            ３３３３１１１１勝勝勝勝    ⑧⑧⑧⑧坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格坂本しおり初段格 0.5950.5950.5950.595    

⑨⑨⑨⑨中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段            ４３４３４３４３局局局局        ⑨⑨⑨⑨野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格        ２４２４２４２４勝勝勝勝    ⑨⑨⑨⑨越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格    0.5910.5910.5910.591    

⑨野中匡俊四段格⑨野中匡俊四段格⑨野中匡俊四段格⑨野中匡俊四段格        ４３４３４３４３局局局局        ⑩⑩⑩⑩垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格        ２３２３２３２３勝勝勝勝    ⑩⑩⑩⑩野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格    0.5580.5580.5580.558    

次点次点次点次点垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格    ３７３７３７３７局局局局        次点次点次点次点尾埼尾埼尾埼尾埼    啓初段格啓初段格啓初段格啓初段格    １９１９１９１９勝勝勝勝次点次点次点次点尾埼尾埼尾埼尾埼    啓初段格啓初段格啓初段格啓初段格    0.5430.5430.5430.543    

☆☆☆☆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        井上拓仁二井上拓仁二井上拓仁二井上拓仁二段格段格段格段格            

    



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    

１月１６１月１６１月１６１月１６日（土）日（土）日（土）日（土）                                                        １月１７１月１７１月１７１月１７日（日）日（日）日（日）日（日）    

優勝優勝優勝優勝    清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        ２位２位２位２位    松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段        優勝優勝優勝優勝    黒田勝行初段格黒田勝行初段格黒田勝行初段格黒田勝行初段格    ２位２位２位２位    米田一郎初段格米田一郎初段格米田一郎初段格米田一郎初段格    

１月２３１月２３１月２３１月２３日（土）日（土）日（土）日（土）                                                        １１１１月月月月２４２４２４２４日（日日（日日（日日（日））））    

優勝優勝優勝優勝    西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    ２位２位２位２位    三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        優勝優勝優勝優勝    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    ２位２位２位２位    中島清四郎初段格中島清四郎初段格中島清四郎初段格中島清四郎初段格    

１１１１月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（土）土）土）土）                                                        １１１１月月月月３１３１３１３１日（日（日（日（日日日日））））        

優勝優勝優勝優勝    伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段        ２２２２位位位位    清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        優勝優勝優勝優勝    柳野秀樹二段柳野秀樹二段柳野秀樹二段柳野秀樹二段        ２位２位２位２位    越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格    

２２２２月月月月    ６６６６日（日（日（日（土土土土））））                                                        ２２２２月月月月    ７日（日７日（日７日（日７日（日））））    

優勝優勝優勝優勝    佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格２位２位２位２位    西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    優勝優勝優勝優勝    種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段        ２位２位２位２位    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    

２月１１日（祝２月１１日（祝２月１１日（祝２月１１日（祝））））                                                        ２２２２月月月月１３日（土１３日（土１３日（土１３日（土））））    

優勝優勝優勝優勝    佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格    ２位２位２位２位    井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        優勝優勝優勝優勝    三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        ２位２位２位２位    児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級    

２月１４日（日２月１４日（日２月１４日（日２月１４日（日））））                                                        ２月２０日（土２月２０日（土２月２０日（土２月２０日（土））））    

優勝優勝優勝優勝    塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段        ２位２位２位２位    清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        優勝優勝優勝優勝    冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段    ２位２位２位２位    石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段    

    ２月２７日（土）２月２７日（土）２月２７日（土）２月２７日（土）                                                        ２月２８日（日）２月２８日（日）２月２８日（日）２月２８日（日）    

優勝優勝優勝優勝    佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格佐々木康介五段格２位２位２位２位    三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        優勝優勝優勝優勝    柳野秀樹二段柳野秀樹二段柳野秀樹二段柳野秀樹二段        ２位２位２位２位    宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級宮田秀則２級    

    ３月３月３月３月    ５日（土）５日（土）５日（土）５日（土）                                                        ３月３月３月３月    ６日（日）６日（日）６日（日）６日（日）    

優勝優勝優勝優勝    三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        ２位２位２位２位    竹森恭平竹森恭平竹森恭平竹森恭平二段格二段格二段格二段格    優勝優勝優勝優勝    石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段    ２位２位２位２位    井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格    

    ３月１２日（土）３月１２日（土）３月１２日（土）３月１２日（土）                                                        ３月１３日（日）３月１３日（日）３月１３日（日）３月１３日（日）    

優勝優勝優勝優勝    三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        ２位２位２位２位    宮田秀則２球宮田秀則２球宮田秀則２球宮田秀則２球        優勝優勝優勝優勝    石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段石川琳太郎三段    ２位２位２位２位    貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段    

○フジカルチャー○フジカルチャー○フジカルチャー○フジカルチャー    昇級者昇級者昇級者昇級者                                        ○リビングカルチャー○リビングカルチャー○リビングカルチャー○リビングカルチャー    昇級者昇級者昇級者昇級者    

矢本俊幸２級→１級へ矢本俊幸２級→１級へ矢本俊幸２級→１級へ矢本俊幸２級→１級へ                                河村英夫２級→１級へ河村英夫２級→１級へ河村英夫２級→１級へ河村英夫２級→１級へ    武井紀和子５級→４級へ武井紀和子５級→４級へ武井紀和子５級→４級へ武井紀和子５級→４級へ    

☆黒田尭之☆黒田尭之☆黒田尭之☆黒田尭之    奨励会第５８回三段リーグ最終成績奨励会第５８回三段リーグ最終成績奨励会第５８回三段リーグ最終成績奨励会第５８回三段リーグ最終成績    

１月３１日１月３１日１月３１日１月３１日    ×○×○×○×○    ２月２月２月２月    ７日７日７日７日    ○×○×○×○×    ２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日    ○×○×○×○×    ３月５日○×３月５日○×３月５日○×３月５日○×    １１勝７１１勝７１１勝７１１勝７敗敗敗敗    

☆垣生蒼月☆垣生蒼月☆垣生蒼月☆垣生蒼月    奨励会６奨励会６奨励会６奨励会６級成績級成績級成績級成績    

    １月３１日１月３１日１月３１日１月３１日    ××××××××××××    ２月２月２月２月７日７日７日７日    ×○××○××○××○×    ２月２１日２月２１日２月２１日２月２１日    ××××××××BBBB××××    ３月６日×○×３月６日×○×３月６日×○×３月６日×○×    

    松山マドンナ支部発会松山マドンナ支部発会松山マドンナ支部発会松山マドンナ支部発会    年会費２０００円年会費２０００円年会費２０００円年会費２０００円    

    ６月６月６月６月１日より、女性だけの日本将棋連盟支部松山マドンナ支部が、発足しました。支部会１日より、女性だけの日本将棋連盟支部松山マドンナ支部が、発足しました。支部会１日より、女性だけの日本将棋連盟支部松山マドンナ支部が、発足しました。支部会１日より、女性だけの日本将棋連盟支部松山マドンナ支部が、発足しました。支部会

員を随時募集しております。入会資格は、女性もしくは、女性みたいな方です。全国でも数員を随時募集しております。入会資格は、女性もしくは、女性みたいな方です。全国でも数員を随時募集しております。入会資格は、女性もしくは、女性みたいな方です。全国でも数員を随時募集しております。入会資格は、女性もしくは、女性みたいな方です。全国でも数

少ない女性だけの支部です。興味のある方は将棋センターまでお問い合わせください。少ない女性だけの支部です。興味のある方は将棋センターまでお問い合わせください。少ない女性だけの支部です。興味のある方は将棋センターまでお問い合わせください。少ない女性だけの支部です。興味のある方は将棋センターまでお問い合わせください。    

アマレン会員募集中アマレン会員募集中アマレン会員募集中アマレン会員募集中    年会費３０００円年会費３０００円年会費３０００円年会費３０００円    

アマ連会員を募集しております。特典として、アマ将棋情報誌「アマレン」を毎月アマ連会員を募集しております。特典として、アマ将棋情報誌「アマレン」を毎月アマ連会員を募集しております。特典として、アマ将棋情報誌「アマレン」を毎月アマ連会員を募集しております。特典として、アマ将棋情報誌「アマレン」を毎月

１回郵送、レーティング１回郵送、レーティング１回郵送、レーティング１回郵送、レーティング大会の公認料免除（２００円引き）などがあります。大会の公認料免除（２００円引き）などがあります。大会の公認料免除（２００円引き）などがあります。大会の公認料免除（２００円引き）などがあります。    

○小熊会の狙い○○小熊会の狙い○○小熊会の狙い○○小熊会の狙い○    

小熊会は３０分３０秒で対局し、負けた人が棋譜を書くことになっている。棋譜を書くと言う事小熊会は３０分３０秒で対局し、負けた人が棋譜を書くことになっている。棋譜を書くと言う事小熊会は３０分３０秒で対局し、負けた人が棋譜を書くことになっている。棋譜を書くと言う事小熊会は３０分３０秒で対局し、負けた人が棋譜を書くことになっている。棋譜を書くと言う事

は、指した将棋を覚えてないと書けないのは勿論だが、取り方にもいろいろな方法がある。私が選は、指した将棋を覚えてないと書けないのは勿論だが、取り方にもいろいろな方法がある。私が選は、指した将棋を覚えてないと書けないのは勿論だが、取り方にもいろいろな方法がある。私が選は、指した将棋を覚えてないと書けないのは勿論だが、取り方にもいろいろな方法がある。私が選

手時代は優勝した時などは、６～７局全て付ける事が出来たし、盤駒なしで頭の中で再現して棋譜手時代は優勝した時などは、６～７局全て付ける事が出来たし、盤駒なしで頭の中で再現して棋譜手時代は優勝した時などは、６～７局全て付ける事が出来たし、盤駒なしで頭の中で再現して棋譜手時代は優勝した時などは、６～７局全て付ける事が出来たし、盤駒なしで頭の中で再現して棋譜

を付ける事が出来た。高段になれば当たり前だが、棋譜を読みながら頭の中に盤面を再現する事がを付ける事が出来た。高段になれば当たり前だが、棋譜を読みながら頭の中に盤面を再現する事がを付ける事が出来た。高段になれば当たり前だが、棋譜を読みながら頭の中に盤面を再現する事がを付ける事が出来た。高段になれば当たり前だが、棋譜を読みながら頭の中に盤面を再現する事が    

苦手だ。私が感動したのは、羽生先生に指導対局に来て頂き、駒落ち四面指しをして頂いた時の事苦手だ。私が感動したのは、羽生先生に指導対局に来て頂き、駒落ち四面指しをして頂いた時の事苦手だ。私が感動したのは、羽生先生に指導対局に来て頂き、駒落ち四面指しをして頂いた時の事苦手だ。私が感動したのは、羽生先生に指導対局に来て頂き、駒落ち四面指しをして頂いた時の事

だ、だ、だ、だ、羽生先生と対局するので、指した方に記念に棋譜をお土産に持って帰ってもらおうとしたのだ羽生先生と対局するので、指した方に記念に棋譜をお土産に持って帰ってもらおうとしたのだ羽生先生と対局するので、指した方に記念に棋譜をお土産に持って帰ってもらおうとしたのだ羽生先生と対局するので、指した方に記念に棋譜をお土産に持って帰ってもらおうとしたのだ

が、が、が、が、記録係の方で棋譜が取れてない方がいた。それに気づいた羽生先生は、対局中にも係らず全て記録係の方で棋譜が取れてない方がいた。それに気づいた羽生先生は、対局中にも係らず全て記録係の方で棋譜が取れてない方がいた。それに気づいた羽生先生は、対局中にも係らず全て記録係の方で棋譜が取れてない方がいた。それに気づいた羽生先生は、対局中にも係らず全て

の棋譜の間違いを指摘して直していった。先生にすれば当たり前なのだろうが、私はやはり鍛え方の棋譜の間違いを指摘して直していった。先生にすれば当たり前なのだろうが、私はやはり鍛え方の棋譜の間違いを指摘して直していった。先生にすれば当たり前なのだろうが、私はやはり鍛え方の棋譜の間違いを指摘して直していった。先生にすれば当たり前なのだろうが、私はやはり鍛え方

が違うなと感動したのを覚えています。が違うなと感動したのを覚えています。が違うなと感動したのを覚えています。が違うなと感動したのを覚えています。    



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者レーティング大会参加者レーティング大会参加者レーティング大会参加者    持ち点３持ち点３持ち点３持ち点３月月月月    １１１１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（１７級（１７級（１７級（１７００以上）００以上）００以上）００以上）    ８６８６８６８６名名名名                                                                                                                                                            

黒田尭之八黒田尭之八黒田尭之八黒田尭之八段段段段        （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        （２１０３（２１０３（２１０３（２１０３））））    

神内行人神内行人神内行人神内行人Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段Ｓ五段    （２０４５）（２０４５）（２０４５）（２０４５）                            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）    

吉武大輝吉武大輝吉武大輝吉武大輝 SSSS 五段五段五段五段    （２０３０）（２０３０）（２０３０）（２０３０）                            宗内宗内宗内宗内    巌五段巌五段巌五段巌五段        （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）                            森岡正幸Ｓ五段森岡正幸Ｓ五段森岡正幸Ｓ五段森岡正幸Ｓ五段    （２０２７）（２０２７）（２０２７）（２０２７）    

児島有一郎Ｓ五段（２０２６）児島有一郎Ｓ五段（２０２６）児島有一郎Ｓ五段（２０２６）児島有一郎Ｓ五段（２０２６）                            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））））                                

村田村田村田村田    楽五段格楽五段格楽五段格楽五段格    （２０１３）（２０１３）（２０１３）（２０１３）                            中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段中村幸佑五段        （２００７（２００７（２００７（２００７））））                                

岡岡岡岡    茂樹五段茂樹五段茂樹五段茂樹五段        （２００５）（２００５）（２００５）（２００５）                            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    （２００４）（２００４）（２００４）（２００４）    

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    （２００３）（２００３）（２００３）（２００３）                            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    （２０００）（２０００）（２０００）（２０００）    

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    （１９９１）（１９９１）（１９９１）（１９９１）                            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）                            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）                                

牟田口群英五段格（１９７８）牟田口群英五段格（１９７８）牟田口群英五段格（１９７８）牟田口群英五段格（１９７８）                            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）                                

小野貴美男Ｓ五小野貴美男Ｓ五小野貴美男Ｓ五小野貴美男Ｓ五段（１９７６）段（１９７６）段（１９７６）段（１９７６）                            清水克真五段清水克真五段清水克真五段清水克真五段        （１９６０）（１９６０）（１９６０）（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        （１９４８）（１９４８）（１９４８）（１９４８）                            山根ことみＳ五段（１９４４）山根ことみＳ五段（１９４４）山根ことみＳ五段（１９４４）山根ことみＳ五段（１９４４）    

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）                            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）                            佐々木康介五段格（１９１１）佐々木康介五段格（１９１１）佐々木康介五段格（１９１１）佐々木康介五段格（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    （１８９６（１８９６（１８９６（１８９６））））    

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）                            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）    

松下義和松下義和松下義和松下義和五段五段五段五段        （１８７１）（１８７１）（１８７１）（１８７１）                            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）                            鯛谷浩之四段格鯛谷浩之四段格鯛谷浩之四段格鯛谷浩之四段格    （１８６４）（１８６４）（１８６４）（１８６４）    

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    （１８５７）（１８５７）（１８５７）（１８５７）                            松田耕治Ｓ五段松田耕治Ｓ五段松田耕治Ｓ五段松田耕治Ｓ五段        （１８５５）（１８５５）（１８５５）（１８５５）    

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）                            平井平井平井平井    進四段格進四段格進四段格進四段格    （１８４５）（１８４５）（１８４５）（１８４５）    

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））））                            前田正人五段前田正人五段前田正人五段前田正人五段        （１８３６）（１８３６）（１８３６）（１８３６）    

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）    

伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段伊藤直毅五段        （１８１２）（１８１２）（１８１２）（１８１２）                            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）    

関関関関    太志五段太志五段太志五段太志五段        （１８０８）（１８０８）（１８０８）（１８０８）                            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    （１７９９）（１７９９）（１７９９）（１７９９）    

浜田久一郎Ｓ五段（１７９２）浜田久一郎Ｓ五段（１７９２）浜田久一郎Ｓ五段（１７９２）浜田久一郎Ｓ五段（１７９２）                            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）                            合田一郎五段合田一郎五段合田一郎五段合田一郎五段        （１７８５）（１７８５）（１７８５）（１７８５）                                

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）                            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    （１７７２）（１７７２）（１７７２）（１７７２）    

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            （１７（１７（１７（１７６６）６６）６６）６６）    

林林林林    長則三段長則三段長則三段長則三段        （１７６６）（１７６６）（１７６６）（１７６６）                            山崎大輝四段山崎大輝四段山崎大輝四段山崎大輝四段        （１７６４）（１７６４）（１７６４）（１７６４）    

垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格垣生蒼月五段格    （１７６４）（１７６４）（１７６４）（１７６４）                            新新新新    政幸三段政幸三段政幸三段政幸三段        （１７６２）（１７６２）（１７６２）（１７６２）    

西村俊亮四段西村俊亮四段西村俊亮四段西村俊亮四段        （１７４５）（１７４５）（１７４５）（１７４５）                            種植太一四段種植太一四段種植太一四段種植太一四段        （１７６１（１７６１（１７６１（１７６１））））    

三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段三代瑛介四段        （１７４７）（１７４７）（１７４７）（１７４７）                            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）                                

堀本知資四段格堀本知資四段格堀本知資四段格堀本知資四段格    （１７２４）（１７２４）（１７２４）（１７２４）                            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        （１７１５（１７１５（１７１５（１７１５））））    

磯野正夫三段格磯野正夫三段格磯野正夫三段格磯野正夫三段格    （１７１０）（１７１０）（１７１０）（１７１０）                            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）    

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    （１７０４）（１７０４）（１７０４）（１７０４）                            越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格越智琳太四段格    （１７０３）（１７０３）（１７０３）（１７０３）    

AAAA 級（１６９９～１４級（１６９９～１４級（１６９９～１４級（１６９９～１４００）１１８００）１１８００）１１８００）１１８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。    

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    （１６９８）（１６９８）（１６９８）（１６９８）                            大橋正憲三段格大橋正憲三段格大橋正憲三段格大橋正憲三段格    （１６９３）（１６９３）（１６９３）（１６９３）    

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）                            渡辺裕人三段渡辺裕人三段渡辺裕人三段渡辺裕人三段        （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）                            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）                            横尾義樹三段横尾義樹三段横尾義樹三段横尾義樹三段        （１６５９（１６５９（１６５９（１６５９））））                                

三根智志二段格三根智志二段格三根智志二段格三根智志二段格    （１６５７）（１６５７）（１６５７）（１６５７）                            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    （１６５５）（１６５５）（１６５５）（１６５５）    

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）                            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    （１６４７）（１６４７）（１６４７）（１６４７）                                

廉谷直大五段格廉谷直大五段格廉谷直大五段格廉谷直大五段格    （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）                            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）    

塩田塩田塩田塩田    潔四段潔四段潔四段潔四段        （１６４２）（１６４２）（１６４２）（１６４２）                            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）                            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）    

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）    

佐々木優綺三段格（１６２８）佐々木優綺三段格（１６２８）佐々木優綺三段格（１６２８）佐々木優綺三段格（１６２８）                            米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段米田一郎初段        （１６１９）（１６１９）（１６１９）（１６１９）    

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）                            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    （１６１６）（１６１６）（１６１６）（１６１６）    

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）                            城戸紀宗二段城戸紀宗二段城戸紀宗二段城戸紀宗二段            （１６１２）（１６１２）（１６１２）（１６１２）    

塩見塩見塩見塩見    章二段格章二段格章二段格章二段格    （１６０６）（１６０６）（１６０６）（１６０６）                            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    （１６０１）（１６０１）（１６０１）（１６０１）    

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）                            高橋高橋高橋高橋    勇三段勇三段勇三段勇三段        （１５９２）（１５９２）（１５９２）（１５９２）    

鈴木悠馬二段格鈴木悠馬二段格鈴木悠馬二段格鈴木悠馬二段格    （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）                            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）    

野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格野中匡俊四段格    （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            （１５６４（１５６４（１５６４（１５６４））））    

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）                            泉泉泉泉    譲二二段譲二二段譲二二段譲二二段        （１５５５）（１５５５）（１５５５）（１５５５）    

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）                            土居牧雄二段格土居牧雄二段格土居牧雄二段格土居牧雄二段格    （１５５２）（１５５２）（１５５２）（１５５２）    

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）                            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）    

小西和夫１級小西和夫１級小西和夫１級小西和夫１級        （１５４６）（１５４６）（１５４６）（１５４６）                            清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段        （１５４５）（１５４５）（１５４５）（１５４５）    

浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段浅井辰郎三段        （１５４４）（１５４４）（１５４４）（１５４４）                            来嶋直也初段来嶋直也初段来嶋直也初段来嶋直也初段        （１５４４）（１５４４）（１５４４）（１５４４）    

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）                            冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段冨岡唯夫三段        （１５３７）（１５３７）（１５３７）（１５３７）    

松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段松村崇志四段        （１５３５（１５３５（１５３５（１５３５））））                            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    （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）                            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）                            澤村現真初段格澤村現真初段格澤村現真初段格澤村現真初段格    （１５０９（１５０９（１５０９（１５０９））））    

中城秀水三段中城秀水三段中城秀水三段中城秀水三段            （１５０６）（１５０６）（１５０６）（１５０６）                            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））））    

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    （１４９６）（１４９６）（１４９６）（１４９６）                            渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段渡部広司三段        （１４９３）（１４９３）（１４９３）（１４９３）    



三三三三浦浦浦浦重頼三段重頼三段重頼三段重頼三段        （１４８９（１４８９（１４８９（１４８９））））                            牧野正牧野正牧野正牧野正昭初段格昭初段格昭初段格昭初段格    （１４８２）（１４８２）（１４８２）（１４８２）                                

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）                            澤村理貴三段格澤村理貴三段格澤村理貴三段格澤村理貴三段格    （１４７９）（１４７９）（１４７９）（１４７９）    

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    （１４７３）（１４７３）（１４７３）（１４７３）                            小野真道初段格小野真道初段格小野真道初段格小野真道初段格    （１４７１）（１４７１）（１４７１）（１４７１）    

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    （１４６７）（１４６７）（１４６７）（１４６７）                            石川琳太郎三石川琳太郎三石川琳太郎三石川琳太郎三段格（１４６３）段格（１４６３）段格（１４６３）段格（１４６３）    

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）                            藤田隆史初段格藤田隆史初段格藤田隆史初段格藤田隆史初段格    （１４５６）（１４５６）（１４５６）（１４５６）                                

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）                                

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    （１４５２）（１４５２）（１４５２）（１４５２）                            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）                                

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    （１４４２）（１４４２）（１４４２）（１４４２）                            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        （１４３（１４３（１４３（１４３８）８）８）８）                            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）    

黒田勝行初段格黒田勝行初段格黒田勝行初段格黒田勝行初段格    （１４２８）（１４２８）（１４２８）（１４２８）                            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）                            土岐正之二段格土岐正之二段格土岐正之二段格土岐正之二段格    （１４１４）（１４１４）（１４１４）（１４１４）                                

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）                            岩崎和岩崎和岩崎和岩崎和也初段格也初段格也初段格也初段格    （１４００）（１４００）（１４００）（１４００）    

BBBB 級（１３９９以下）級（１３９９以下）級（１３９９以下）級（１３９９以下）１０８１０８１０８１０８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）                            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）    

貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段貝崎美都志二段    （１３８６（１３８６（１３８６（１３８６））））                            宮浦宮浦宮浦宮浦    猛二段格猛二段格猛二段格猛二段格    （１３８６）（１３８６）（１３８６）（１３８６）    

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）    

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    （１３７２）（１３７２）（１３７２）（１３７２）                            泉泉泉泉    三好２級三好２級三好２級三好２級        （１３６６）（１３６６）（１３６６）（１３６６）    

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）    

和田大雅三段格和田大雅三段格和田大雅三段格和田大雅三段格    （１３６２）（１３６２）（１３６２）（１３６２）                            薬師神薬師神薬師神薬師神    学初段格（１３５６）学初段格（１３５６）学初段格（１３５６）学初段格（１３５６）                                

斎木良介斎木良介斎木良介斎木良介１級１級１級１級        （１３５４）（１３５４）（１３５４）（１３５４）                            尾埼尾埼尾埼尾埼    啓初段格啓初段格啓初段格啓初段格    （１３５４）（１３５４）（１３５４）（１３５４）                                

佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格佐藤健一初段格    （１３４８）（１３４８）（１３４８）（１３４８）                            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）                            藤田藤田藤田藤田    匠１級匠１級匠１級匠１級        （１３３８）（１３３８）（１３３８）（１３３８）                                

竹森恭平二段格竹森恭平二段格竹森恭平二段格竹森恭平二段格    （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））））                                

西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    （１３２９）（１３２９）（１３２９）（１３２９）                            中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格    （１３２８）（１３２８）（１３２８）（１３２８）    

武智武智武智武智    明４級明４級明４級明４級        （１３２８）（１３２８）（１３２８）（１３２８）                            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    （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）                            柚山健造初段柚山健造初段柚山健造初段柚山健造初段        （１３２２）（１３２２）（１３２２）（１３２２）    

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）    

小網柊哉二段格小網柊哉二段格小網柊哉二段格小網柊哉二段格    （１３１１）（１３１１）（１３１１）（１３１１）                            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）    

谷岡政登１級谷岡政登１級谷岡政登１級谷岡政登１級        （１３００）（１３００）（１３００）（１３００）                            新名義輝１級新名義輝１級新名義輝１級新名義輝１級        （１２９４）（１２９４）（１２９４）（１２９４）    

坂本しおり初段格（１２９２）坂本しおり初段格（１２９２）坂本しおり初段格（１２９２）坂本しおり初段格（１２９２）                            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）    

井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格井上拓仁二段格    （１２８７）（１２８７）（１２８７）（１２８７）                            河端崇瑛１河端崇瑛１河端崇瑛１河端崇瑛１級級級級        （１２８５）（１２８５）（１２８５）（１２８５）    

坂本坂本坂本坂本    勲１級勲１級勲１級勲１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    （１２８０）（１２８０）（１２８０）（１２８０）                            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    （１２７７）（１２７７）（１２７７）（１２７７）                                

平井直季１平井直季１平井直季１平井直季１級級級級        （１２７３）（１２７３）（１２７３）（１２７３）                            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    （１２７０）（１２７０）（１２７０）（１２７０）    



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）                            松松松松本吉史２級本吉史２級本吉史２級本吉史２級        （１２６４）（１２６４）（１２６４）（１２６４）    

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）    

小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格    （１２４０）（１２４０）（１２４０）（１２４０）                            大西大西大西大西    萌３級萌３級萌３級萌３級        （１２３８）（１２３８）（１２３８）（１２３８）    

井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級井上憲一１級        （１２３８）（１２３８）（１２３８）（１２３８）                            直樹直樹直樹直樹    靖１級靖１級靖１級靖１級        （１２３６）（１２３６）（１２３６）（１２３６）    

鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級鳥海智洋１級        （１２３４）（１２３４）（１２３４）（１２３４）                            渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級渡辺英敏３級        （１２３１）（１２３１）（１２３１）（１２３１）    

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）                            山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級山田陽一２級        （１２２１）（１２２１）（１２２１）（１２２１）    

青葉裕史２級青葉裕史２級青葉裕史２級青葉裕史２級        （１２１９）（１２１９）（１２１９）（１２１９）                            笹井笹井笹井笹井    涼１級涼１級涼１級涼１級        （１２１０）（１２１０）（１２１０）（１２１０）                                

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）                            高市高市高市高市    正３級正３級正３級正３級            （１１９８）（１１９８）（１１９８）（１１９８）    

大西啓雄２級大西啓雄２級大西啓雄２級大西啓雄２級        （１１９６）（１１９６）（１１９６）（１１９６）                            土居雅彦１土居雅彦１土居雅彦１土居雅彦１級級級級        （１１９１）（１１９１）（１１９１）（１１９１）    

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４級阿部真実４級阿部真実４級阿部真実４級        （１１７９）（１１７９）（１１７９）（１１７９）    

岡田晃季２級岡田晃季２級岡田晃季２級岡田晃季２級        （１１７６（１１７６（１１７６（１１７６））））                            小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格    （１１７６）（１１７６）（１１７６）（１１７６）    

中野中野中野中野    葵５級葵５級葵５級葵５級        （１１７４）（１１７４）（１１７４）（１１７４）                            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）    

三多祥太１級三多祥太１級三多祥太１級三多祥太１級        （１１６６）（１１６６）（１１６６）（１１６６）                            柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬    光２級光２級光２級光２級        （１１６０）（１１６０）（１１６０）（１１６０）    

田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格田中亮典初段格    （１１５７）（１１５７）（１１５７）（１１５７）                            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））））                            杉野伸明４級杉野伸明４級杉野伸明４級杉野伸明４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）    

宗内宗内宗内宗内    慧２級慧２級慧２級慧２級            （１１１７）（１１１７）（１１１７）（１１１７）                            栗原雅人３栗原雅人３栗原雅人３栗原雅人３級級級級        （１１１４）（１１１４）（１１１４）（１１１４）    

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）                            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４今本真二郎４今本真二郎４今本真二郎４級級級級    （１０９０）（１０９０）（１０９０）（１０９０）                            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）    

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    （１０７８）（１０７８）（１０７８）（１０７８）                            石川石川石川石川    正３級正３級正３級正３級        （１０６０）（１０６０）（１０６０）（１０６０）    

西部広務４級西部広務４級西部広務４級西部広務４級        （１０４９）（１０４９）（１０４９）（１０４９）                            井原幹陽１井原幹陽１井原幹陽１井原幹陽１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）                            河本満久２級河本満久２級河本満久２級河本満久２級        （１００（１００（１００（１００４４４４））））    

宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級宮内陸聖５級        （１０２２）（１０２２）（１０２２）（１０２２）                            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    （１００６）（１００６）（１００６）（１００６）                                

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）                            平石琉聖５級平石琉聖５級平石琉聖５級平石琉聖５級            （９８３）（９８３）（９８３）（９８３）    

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）                            松本帝汰１０級松本帝汰１０級松本帝汰１０級松本帝汰１０級        （９７５）（９７５）（９７５）（９７５）    

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）                            武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級武智良雄３級            （９６７）（９６７）（９６７）（９６７）    

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）                            筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級            （９５６）（９５６）（９５６）（９５６）    

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）    

☆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、４月１日が支部更新日です。３月３１日までに日本将棋連盟日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、４月１日が支部更新日です。３月３１日までに日本将棋連盟日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、４月１日が支部更新日です。３月３１日までに日本将棋連盟日本将棋連盟松山坊っちゃん支部は、４月１日が支部更新日です。３月３１日までに日本将棋連盟

に更新の手続きを致しますので、お早めに年会費の納入をお願いいたします。退会される場合は、３に更新の手続きを致しますので、お早めに年会費の納入をお願いいたします。退会される場合は、３に更新の手続きを致しますので、お早めに年会費の納入をお願いいたします。退会される場合は、３に更新の手続きを致しますので、お早めに年会費の納入をお願いいたします。退会される場合は、３

月３１日までに、事務局までご連絡ください。ご連絡のない場合は更新の手続きをさせて頂きます。月３１日までに、事務局までご連絡ください。ご連絡のない場合は更新の手続きをさせて頂きます。月３１日までに、事務局までご連絡ください。ご連絡のない場合は更新の手続きをさせて頂きます。月３１日までに、事務局までご連絡ください。ご連絡のない場合は更新の手続きをさせて頂きます。    

新規支部会員も随時募集しています。興味ある方は、支部に入ってみませんか？将棋センター割引等の新規支部会員も随時募集しています。興味ある方は、支部に入ってみませんか？将棋センター割引等の新規支部会員も随時募集しています。興味ある方は、支部に入ってみませんか？将棋センター割引等の新規支部会員も随時募集しています。興味ある方は、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。特典もあります。特典もあります。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振込みの方は下記口振込みの方は下記口振込みの方は下記口座にお座にお座にお座にお

願い致します願い致します願い致します願い致します    

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    



行行行行    事事事事    予予予予    定定定定    表表表表（（（（３３３３月中月中月中月中旬旬旬旬まで）まで）まで）まで）    

３月３月３月３月２０２０２０２０日（日）日（日）日（日）日（日）★★★★第１１９第１１９第１１９第１１９回レーティング月例会回レーティング月例会回レーティング月例会回レーティング月例会    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    

２１日（祝）２１日（祝）２１日（祝）２１日（祝）★第★第★第★第７５７５７５７５回回回回手合い割将棋手合い割将棋手合い割将棋手合い割将棋大会大会大会大会    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～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２１日（祝）は子ども教室の（注２１日（祝）は子ども教室の（注２１日（祝）は子ども教室の（注２１日（祝）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。）    

２２日（火）～２２２日（火）～２２２日（火）～２２２日（火）～２５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

２６日（土）１０時～１２時２６日（土）１０時～１２時２６日（土）１０時～１２時２６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    

            ２７日（日）２７日（日）２７日（日）２７日（日）★松山将棋センター１４周年大会★松山将棋センター１４周年大会★松山将棋センター１４周年大会★松山将棋センター１４周年大会    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～日曜手合い割トーナメント１５時～日曜手合い割トーナメント１５時～日曜手合い割トーナメント１５時～日曜手合い割トーナメント    

            ２８日（月）～３０日（水）☆福岡将棋会館対抗戦２８日（月）～３０日（水）☆福岡将棋会館対抗戦２８日（月）～３０日（水）☆福岡将棋会館対抗戦２８日（月）～３０日（水）☆福岡将棋会館対抗戦    

２８日（月）～１日（金）２８日（月）～１日（金）２８日（月）～１日（金）２８日（月）～１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１４時～将棋教室・子ども将棋教室１４時～将棋教室・子ども将棋教室１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

４月４月４月４月    ２日（土）１０時～１２時２日（土）１０時～１２時２日（土）１０時～１２時２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    

                ３日（日）３日（日）３日（日）３日（日）★第１５５回手合い割り月例会★第１５５回手合い割り月例会★第１５５回手合い割り月例会★第１５５回手合い割り月例会    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    

                                    ☆第１０回小学生女子名人戦四国大会☆第１０回小学生女子名人戦四国大会☆第１０回小学生女子名人戦四国大会☆第１０回小学生女子名人戦四国大会    高松市高松市高松市高松市    事前申し込み３月１６日迄事前申し込み３月１６日迄事前申し込み３月１６日迄事前申し込み３月１６日迄    

                                    ☆第１６回マルナカ杯四国少年少女四国王将戦☆第１６回マルナカ杯四国少年少女四国王将戦☆第１６回マルナカ杯四国少年少女四国王将戦☆第１６回マルナカ杯四国少年少女四国王将戦    同上同上同上同上    

                                    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    

４日（月）～８日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室４日（月）～８日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室４日（月）～８日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室４日（月）～８日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

９日（土）１０時～１２時９日（土）１０時～１２時９日（土）１０時～１２時９日（土）１０時～１２時    子ども将子ども将子ども将子ども将棋教室棋教室棋教室棋教室    

                                    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    

１０１０１０１０日（日）日（日）日（日）日（日）★★★★第１２０回レーティング月例会第１２０回レーティング月例会第１２０回レーティング月例会第１２０回レーティング月例会    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    

１１日（月）～１５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１１日（月）～１５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１１日（月）～１５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１１日（月）～１５日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

１６日（土）１０時～１２時１６日（土）１０時～１２時１６日（土）１０時～１２時１６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    

            １７日（日）１７日（日）１７日（日）１７日（日）★第７６回手合い割り大会★第７６回手合い割り大会★第７６回手合い割り大会★第７６回手合い割り大会    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    

１８日（月）～２２日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１８日（月）～２２日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１８日（月）～２２日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室１８日（月）～２２日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

２３日（土）１０２３日（土）１０２３日（土）１０２３日（土）１０時～１２時時～１２時時～１２時時～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    

２４日（日）★第５７回勝ち抜き手合い割り戦２４日（日）★第５７回勝ち抜き手合い割り戦２４日（日）★第５７回勝ち抜き手合い割り戦２４日（日）★第５７回勝ち抜き手合い割り戦    １０時～１０時～１０時～１０時～    

２５日（月）～２９日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２５日（月）～２９日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２５日（月）～２９日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室２５日（月）～２９日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室    

２９日（祝）☆愛媛アマ将棋祭り棋王戦２９日（祝）☆愛媛アマ将棋祭り棋王戦２９日（祝）☆愛媛アマ将棋祭り棋王戦２９日（祝）☆愛媛アマ将棋祭り棋王戦        愛媛新聞社愛媛新聞社愛媛新聞社愛媛新聞社    事前申し込み制事前申し込み制事前申し込み制事前申し込み制    

（注２１日（祝）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（注２１日（祝）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（注２１日（祝）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（注２１日（祝）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。）    

３０日（土）１０時～１２時３０日（土）１０時～１２時３０日（土）１０時～１２時３０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１４時～土１４時～土１４時～土曜手合い割りトーナメント曜手合い割りトーナメント曜手合い割りトーナメント曜手合い割りトーナメント    

    ５月５月５月５月    １日（日）１日（日）１日（日）１日（日）★第１５６★第１５６★第１５６★第１５６回手合い割り月例会回手合い割り月例会回手合い割り月例会回手合い割り月例会    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    

                ３日（祝）３日（祝）３日（祝）３日（祝）★第７７回手合い割大会★第７７回手合い割大会★第７７回手合い割大会★第７７回手合い割大会    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    



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                                                                                                                                                    

二段二段二段二段        柳野柳野柳野柳野    秀樹秀樹秀樹秀樹    三段格へ三段格へ三段格へ三段格へ    二段二段二段二段    西上西上西上西上    武志武志武志武志    三段へ三段へ三段へ三段へ    ６級６級６級６級    中越中越中越中越    快翔快翔快翔快翔    ５級へ５級へ５級へ５級へ    

二段格二段格二段格二段格    柳野柳野柳野柳野    秀樹秀樹秀樹秀樹    二段へ二段へ二段へ二段へ        １級１級１級１級    森木森木森木森木    一一一一総総総総    初段へ初段へ初段へ初段へ    ６級６級６級６級    池田池田池田池田    匡希匡希匡希匡希    ５級へ５級へ５級へ５級へ    

１級１級１級１級        坂本しおり坂本しおり坂本しおり坂本しおり    初段格へ初段格へ初段格へ初段格へ    １級１級１級１級    大内大内大内大内    祐斗祐斗祐斗祐斗    初段へ初段へ初段へ初段へ    ６級６級６級６級    中川中川中川中川    貫大貫大貫大貫大    ５級へ５級へ５級へ５級へ    

３級３級３級３級        山田山田山田山田    陽一陽一陽一陽一    ２級へ２級へ２級へ２級へ        ２級２級２級２級    清水清水清水清水    健慈健慈健慈健慈    １級へ１級へ１級へ１級へ    ６級６級６級６級    山﨑山﨑山﨑山﨑    晴輝晴輝晴輝晴輝    ５級へ５級へ５級へ５級へ    

６級６級６級６級        種植種植種植種植    英太英太英太英太    ５級へ５級へ５級へ５級へ        ２級２級２級２級    金子金子金子金子    裕羅裕羅裕羅裕羅    １級へ１級へ１級へ１級へ    ７級７級７級７級    井上井上井上井上    直丈直丈直丈直丈    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

１２級１２級１２級１２級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    １１級へ１１級へ１１級へ１１級へ    ２級２級２級２級    筒井筒井筒井筒井    仁太仁太仁太仁太    １級へ１級へ１級へ１級へ    ７級７級７級７級    青木優有斗青木優有斗青木優有斗青木優有斗    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

１３級１３級１３級１３級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    １２級へ１２級へ１２級へ１２級へ    ３級３級３級３級    金子金子金子金子    裕羅裕羅裕羅裕羅    ２級へ２級へ２級へ２級へ    ７級７級７級７級    二村浩太郎二村浩太郎二村浩太郎二村浩太郎    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

１４級１４級１４級１４級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    １３級へ１３級へ１３級へ１３級へ    ３級３級３級３級    松本松本松本松本    歩大歩大歩大歩大    ２級へ２級へ２級へ２級へ    ７級７級７級７級    堀堀堀堀江江江江    澄人澄人澄人澄人    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

１５級１５級１５級１５級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    １４級へ１４級へ１４級へ１４級へ    ３級３級３級３級    成松成松成松成松    劉騎劉騎劉騎劉騎    ２級へ２級へ２級へ２級へ    ７級７級７級７級    則松則松則松則松    洸多洸多洸多洸多    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

１６級１６級１６級１６級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    １５級へ１５級へ１５級へ１５級へ    ３級３級３級３級    岩佐岩佐岩佐岩佐    尋紀尋紀尋紀尋紀    ２級へ２級へ２級へ２級へ    ７級７級７級７級    守屋守屋守屋守屋    天尋天尋天尋天尋    ６級へ６級へ６級へ６級へ    

                                                            ４級４級４級４級    河端河端河端河端    崇瑛崇瑛崇瑛崇瑛    ３級へ３級へ３級へ３級へ    ８級８級８級８級    田窪田窪田窪田窪    陽貴陽貴陽貴陽貴    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ４級４級４級４級    児島児島児島児島    楓菜楓菜楓菜楓菜    ３級へ３級へ３級へ３級へ    ８級８級８級８級    阿部阿部阿部阿部    泰樹泰樹泰樹泰樹    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ４級４級４級４級    二宮二宮二宮二宮    皓皓皓皓        ３級へ３級へ３級へ３級へ    ８級８級８級８級    馬越馬越馬越馬越    遥人遥人遥人遥人    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ４級４級４級４級    佐伯佐伯佐伯佐伯    駿太駿太駿太駿太    ３級へ３級へ３級へ３級へ    ８級８級８級８級    首藤首藤首藤首藤    心太心太心太心太    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ４級４級４級４級    森森森森    悠真悠真悠真悠真        ３級へ３級へ３級へ３級へ    ８級８級８級８級    高橋高橋高橋高橋    慧太慧太慧太慧太    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ５級５級５級５級    野々宮真子野々宮真子野々宮真子野々宮真子    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ８級８級８級８級    田窪田窪田窪田窪    天雅天雅天雅天雅    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ５級５級５級５級    野々宮りさ野々宮りさ野々宮りさ野々宮りさ    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ８級８級８級８級    田口裕太郎田口裕太郎田口裕太郎田口裕太郎    ７級へ７級へ７級へ７級へ    

                                                            ５級５級５級５級    岡田岡田岡田岡田    史奈史奈史奈史奈    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ９級９級９級９級    近松近松近松近松    幸生幸生幸生幸生    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ５級５級５級５級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ９級９級９級９級    田窪田窪田窪田窪    天雅天雅天雅天雅    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ５級５級５級５級    西原西原西原西原    優空優空優空優空    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ９級９級９級９級    田窪田窪田窪田窪    陽貴陽貴陽貴陽貴    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ５級５級５級５級    佐藤佐藤佐藤佐藤    十駕十駕十駕十駕    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ９級９級９級９級    山竹山竹山竹山竹    諒真諒真諒真諒真    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ５級５級５級５級    池田池田池田池田    匡希匡希匡希匡希    ４級へ４級へ４級へ４級へ    ９級９級９級９級    高橋高橋高橋高橋    慧太慧太慧太慧太    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ６級６級６級６級    岡田岡田岡田岡田    史奈史奈史奈史奈    ５級へ５級へ５級へ５級へ    ９級９級９級９級    首藤首藤首藤首藤    心太心太心太心太    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ６級６級６級６級    小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎小松琳太郎    ５級へ５級へ５級へ５級へ    ９級９級９級９級    藤本藤本藤本藤本    煌弘煌弘煌弘煌弘    ８級へ８級へ８級へ８級へ    

                                                            ６級６級６級６級    二村浩太郎二村浩太郎二村浩太郎二村浩太郎    ５級へ５級へ５級へ５級へ    入門入門入門入門    懸田懸田懸田懸田    覚志１０級へ覚志１０級へ覚志１０級へ覚志１０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。                                        

訃訃訃訃    報報報報    

２月２３日（火）松前交通タクシー２月２３日（火）松前交通タクシー２月２３日（火）松前交通タクシー２月２３日（火）松前交通タクシー社長社長社長社長の鶴の鶴の鶴の鶴田信吾さんが田信吾さんが田信吾さんが田信吾さんが６３才で６３才で６３才で６３才で亡くなりました。鶴田亡くなりました。鶴田亡くなりました。鶴田亡くなりました。鶴田

さんは１４年前に松前町将棋倶楽部の代表として、松前町の将棋を盛り上げる為に、坊っちさんは１４年前に松前町将棋倶楽部の代表として、松前町の将棋を盛り上げる為に、坊っちさんは１４年前に松前町将棋倶楽部の代表として、松前町の将棋を盛り上げる為に、坊っちさんは１４年前に松前町将棋倶楽部の代表として、松前町の将棋を盛り上げる為に、坊っち

ゃん支部にも入会し役員をして頂き支部を盛り上げて頂きました。ここで鶴田さんの思い出ゃん支部にも入会し役員をして頂き支部を盛り上げて頂きました。ここで鶴田さんの思い出ゃん支部にも入会し役員をして頂き支部を盛り上げて頂きました。ここで鶴田さんの思い出ゃん支部にも入会し役員をして頂き支部を盛り上げて頂きました。ここで鶴田さんの思い出

話を少し書きます。話を少し書きます。話を少し書きます。話を少し書きます。豪快で面白い方でした。豪快で面白い方でした。豪快で面白い方でした。豪快で面白い方でした。    

    鶴田さんと知り合ったのは１５年程前です。当時の私は、仕事の付き合いなどで、０時ま鶴田さんと知り合ったのは１５年程前です。当時の私は、仕事の付き合いなどで、０時ま鶴田さんと知り合ったのは１５年程前です。当時の私は、仕事の付き合いなどで、０時ま鶴田さんと知り合ったのは１５年程前です。当時の私は、仕事の付き合いなどで、０時ま

でに帰る事はありませんでした。土日は将棋で休みはありませんでした。（今も同じようなもでに帰る事はありませんでした。土日は将棋で休みはありませんでした。（今も同じようなもでに帰る事はありませんでした。土日は将棋で休みはありませんでした。（今も同じようなもでに帰る事はありませんでした。土日は将棋で休みはありませんでした。（今も同じようなも

のでした）正月休み位は家で休もうと年末からのでした）正月休み位は家で休もうと年末からのでした）正月休み位は家で休もうと年末からのでした）正月休み位は家で休もうと年末から１月３日まで家から一歩も出ず、寝て過ごし１月３日まで家から一歩も出ず、寝て過ごし１月３日まで家から一歩も出ず、寝て過ごし１月３日まで家から一歩も出ず、寝て過ごし

ていました。３日のていました。３日のていました。３日のていました。３日の昼過ぎに鶴田さんから連絡があり、将棋を指すから出て来いと言われま昼過ぎに鶴田さんから連絡があり、将棋を指すから出て来いと言われま昼過ぎに鶴田さんから連絡があり、将棋を指すから出て来いと言われま昼過ぎに鶴田さんから連絡があり、将棋を指すから出て来いと言われま

した。５日も家から出てないと話すと旨いものを食べさせてやると言われ、ノコノコと松前した。５日も家から出てないと話すと旨いものを食べさせてやると言われ、ノコノコと松前した。５日も家から出てないと話すと旨いものを食べさせてやると言われ、ノコノコと松前した。５日も家から出てないと話すと旨いものを食べさせてやると言われ、ノコノコと松前

まで行きましたが、鶴田さんは、うどんと稲荷で好いだろう言い出前を取るのでした。まで行きましたが、鶴田さんは、うどんと稲荷で好いだろう言い出前を取るのでした。まで行きましたが、鶴田さんは、うどんと稲荷で好いだろう言い出前を取るのでした。まで行きましたが、鶴田さんは、うどんと稲荷で好いだろう言い出前を取るのでした。    

１２年前に鶴田さん主導で開催された、松前町将棋大会では、小学生の部決勝では愛媛県１２年前に鶴田さん主導で開催された、松前町将棋大会では、小学生の部決勝では愛媛県１２年前に鶴田さん主導で開催された、松前町将棋大会では、小学生の部決勝では愛媛県１２年前に鶴田さん主導で開催された、松前町将棋大会では、小学生の部決勝では愛媛県

代表になった事もある当時小学６年生の田村二段と小学２年の黒田尭之５級の対戦となりま代表になった事もある当時小学６年生の田村二段と小学２年の黒田尭之５級の対戦となりま代表になった事もある当時小学６年生の田村二段と小学２年の黒田尭之５級の対戦となりま代表になった事もある当時小学６年生の田村二段と小学２年の黒田尭之５級の対戦となりま

した。普通は黒田君が勝てるはずはないのですが、相手の反則により勝ち優勝しました。私した。普通は黒田君が勝てるはずはないのですが、相手の反則により勝ち優勝しました。私した。普通は黒田君が勝てるはずはないのですが、相手の反則により勝ち優勝しました。私した。普通は黒田君が勝てるはずはないのですが、相手の反則により勝ち優勝しました。私

は黒田君が何か持っている子だなと感じたのをは黒田君が何か持っている子だなと感じたのをは黒田君が何か持っている子だなと感じたのをは黒田君が何か持っている子だなと感じたのを覚えています。覚えています。覚えています。覚えています。    

    鶴田さんは将棋センターでは四段の腕前。弟の鶴田勇人さんは奨励会２級でした。合掌鶴田さんは将棋センターでは四段の腕前。弟の鶴田勇人さんは奨励会２級でした。合掌鶴田さんは将棋センターでは四段の腕前。弟の鶴田勇人さんは奨励会２級でした。合掌鶴田さんは将棋センターでは四段の腕前。弟の鶴田勇人さんは奨励会２級でした。合掌    



子ども教室子ども教室子ども教室子ども教室    詰将棋１５分トライアル詰将棋１５分トライアル詰将棋１５分トライアル詰将棋１５分トライアル    

（①は１回目（①は１回目（①は１回目（①は１回目    ②は２回目を表しています）②は２回目を表しています）②は２回目を表しています）②は２回目を表しています）    

「３手詰ハンドブック」「３手詰ハンドブック」「３手詰ハンドブック」「３手詰ハンドブック」    全２００問全２００問全２００問全２００問    

清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段                全問（５分３０秒）全問（５分３０秒）全問（５分３０秒）全問（５分３０秒）        

西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    ④④④④    全問（１２分）全問（１２分）全問（１２分）全問（１２分）        

小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格小網渓斗初段格    ①１４７問①１４７問①１４７問①１４７問    ②②②②        全問（１３分３７秒）全問（１３分３７秒）全問（１３分３７秒）全問（１３分３７秒）    

小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格    ①１４４問①１４４問①１４４問①１４４問    ②②②②    １７４問１７４問１７４問１７４問    

中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格中里勇輝初段格    ①①①①    ７１問７１問７１問７１問    

河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級河端崇瑛１級        ①１５２問①１５２問①１５２問①１５２問    ②②②②        全問（１４分１０秒）全問（１４分１０秒）全問（１４分１０秒）全問（１４分１０秒）    

児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級児島青昊２級        ①①①①    ８８問８８問８８問８８問    

松岡侑吾２松岡侑吾２松岡侑吾２松岡侑吾２級級級級        ①１１７問①１１７問①１１７問①１１７問    ②②②②    １３８問１３８問１３８問１３８問    

森木一総５級森木一総５級森木一総５級森木一総５級        ①１８５問①１８５問①１８５問①１８５問    ②②②②        全問（９分６秒）全問（９分６秒）全問（９分６秒）全問（９分６秒）    

筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級筒井仁太５級        ①①①①    ７２問７２問７２問７２問    ②②②②        ７６問７６問７６問７６問    ③③③③    １００問１００問１００問１００問    ④④④④    １００問１００問１００問１００問    

清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級清水健慈５級        ①１０７問①１０７問①１０７問①１０７問    ②②②②    １８５問１８５問１８５問１８５問    ③③③③    １９９問１９９問１９９問１９９問    ④④④④    全問（１３分２１秒）全問（１３分２１秒）全問（１３分２１秒）全問（１３分２１秒）    

種植英太５級種植英太５級種植英太５級種植英太５級        ①①①①    ７９問７９問７９問７９問    

西野永久７級西野永久７級西野永久７級西野永久７級        ①①①①    ６１問６１問６１問６１問    ②②②②    １２２問１２２問１２２問１２２問    

中越快翔中越快翔中越快翔中越快翔                ①①①①    ６２問６２問６２問６２問    ②②②②        ９４問９４問９４問９４問    

木田寛太木田寛太木田寛太木田寛太                ①①①①    ７６問７６問７６問７６問    

小松琳太郎１１級①小松琳太郎１１級①小松琳太郎１１級①小松琳太郎１１級①    ３０問３０問３０問３０問    ②②②②        ４０問４０問４０問４０問    

「５手詰ハンドブックⅡ」「５手詰ハンドブックⅡ」「５手詰ハンドブックⅡ」「５手詰ハンドブックⅡ」    全２００問全２００問全２００問全２００問    

清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段            １４５問１４５問１４５問１４５問    

西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    ③③③③        全問全問全問全問    ④④④④    全問（１４分２６秒）全問（１４分２６秒）全問（１４分２６秒）全問（１４分２６秒）    

小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格小網到谷初段格    ①①①①    ６３問６３問６３問６３問    

森木一総５級森木一総５級森木一総５級森木一総５級        ①１３４問①１３４問①１３４問①１３４問    ②②②②    １１３問１１３問１１３問１１３問    

「５手詰将棋」「５手詰将棋」「５手詰将棋」「５手詰将棋」    全２０２問全２０２問全２０２問全２０２問    

清水知己三段清水知己三段清水知己三段清水知己三段                    全問（８分３８秒）全問（８分３８秒）全問（８分３８秒）全問（８分３８秒）    

西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格西上武志初段格    ①１７０問①１７０問①１７０問①１７０問    ②②②②    １９０問１９０問１９０問１９０問    ③③③③    全問（１４分）全問（１４分）全問（１４分）全問（１４分）    

今月はスペースがあるので、日本アマチュア将棋連盟が発行している会報誌アマレンに昨年から連今月はスペースがあるので、日本アマチュア将棋連盟が発行している会報誌アマレンに昨年から連今月はスペースがあるので、日本アマチュア将棋連盟が発行している会報誌アマレンに昨年から連今月はスペースがあるので、日本アマチュア将棋連盟が発行している会報誌アマレンに昨年から連

載している原稿を添付しておきます。会報誌アマレンは発行部数約３０００部アマレン会員になると載している原稿を添付しておきます。会報誌アマレンは発行部数約３０００部アマレン会員になると載している原稿を添付しておきます。会報誌アマレンは発行部数約３０００部アマレン会員になると載している原稿を添付しておきます。会報誌アマレンは発行部数約３０００部アマレン会員になると    

毎月読めます。毎月読めます。毎月読めます。毎月読めます。原文のまま掲載します。原文のまま掲載します。原文のまま掲載します。原文のまま掲載します。    

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    将棋教室ストーリー①～⑤将棋教室ストーリー①～⑤将棋教室ストーリー①～⑤将棋教室ストーリー①～⑤    

①皆様こんにちは。四①皆様こんにちは。四①皆様こんにちは。四①皆様こんにちは。四国ブロック理事の児島有一郎です。今月から、毎月掲載していきます。駄文で国ブロック理事の児島有一郎です。今月から、毎月掲載していきます。駄文で国ブロック理事の児島有一郎です。今月から、毎月掲載していきます。駄文で国ブロック理事の児島有一郎です。今月から、毎月掲載していきます。駄文で

すがお付き合いください。内容は、日々の事では無く私が将棋の指導を始めて二十年、松山将棋センすがお付き合いください。内容は、日々の事では無く私が将棋の指導を始めて二十年、松山将棋センすがお付き合いください。内容は、日々の事では無く私が将棋の指導を始めて二十年、松山将棋センすがお付き合いください。内容は、日々の事では無く私が将棋の指導を始めて二十年、松山将棋セン

ター開設十四年目までの事、将来ター開設十四年目までの事、将来ター開設十四年目までの事、将来ター開設十四年目までの事、将来    

の事などを書いて行きます。限られたスペースですので、話の内容が途中で終わる事もありますが、の事などを書いて行きます。限られたスペースですので、話の内容が途中で終わる事もありますが、の事などを書いて行きます。限られたスペースですので、話の内容が途中で終わる事もありますが、の事などを書いて行きます。限られたスペースですので、話の内容が途中で終わる事もありますが、

翌月までお待ちください。翌月までお待ちください。翌月までお待ちください。翌月までお待ちください。    

    私は、日本将棋連盟のプロ棋士以外で、将棋のみで生計を営んでいる少数の中の一人だと思ってい私は、日本将棋連盟のプロ棋士以外で、将棋のみで生計を営んでいる少数の中の一人だと思ってい私は、日本将棋連盟のプロ棋士以外で、将棋のみで生計を営んでいる少数の中の一人だと思ってい私は、日本将棋連盟のプロ棋士以外で、将棋のみで生計を営んでいる少数の中の一人だと思ってい

る。全国的に将棋道場が苦戦している中で、現在の道場の基盤は、将棋教室だ。基本は月謝制で、８る。全国的に将棋道場が苦戦している中で、現在の道場の基盤は、将棋教室だ。基本は月謝制で、８る。全国的に将棋道場が苦戦している中で、現在の道場の基盤は、将棋教室だ。基本は月謝制で、８る。全国的に将棋道場が苦戦している中で、現在の道場の基盤は、将棋教室だ。基本は月謝制で、８

月現在子ども１６４名。大月現在子ども１６４名。大月現在子ども１６４名。大月現在子ども１６４名。大人３３人３３人３３人３３    

名合計１９７名の生徒がいる。これに、日々道場に対局に来られる方の席料が収入となる。現在は一名合計１９７名の生徒がいる。これに、日々道場に対局に来られる方の席料が収入となる。現在は一名合計１９７名の生徒がいる。これに、日々道場に対局に来られる方の席料が収入となる。現在は一名合計１９７名の生徒がいる。これに、日々道場に対局に来られる方の席料が収入となる。現在は一

人で出来る規模ではないのでスタッフがいる。当初１人から始まり２０年掛かって現在の規模になっ人で出来る規模ではないのでスタッフがいる。当初１人から始まり２０年掛かって現在の規模になっ人で出来る規模ではないのでスタッフがいる。当初１人から始まり２０年掛かって現在の規模になっ人で出来る規模ではないのでスタッフがいる。当初１人から始まり２０年掛かって現在の規模になっ



た事などを、来月以降から書いてた事などを、来月以降から書いてた事などを、来月以降から書いてた事などを、来月以降から書いて    

行こうと思う。（続く）行こうと思う。（続く）行こうと思う。（続く）行こうと思う。（続く）    

②私の一般的な一週間を、紹介します。月曜は１２時３０分～２１時まで将棋センター、火曜１０時②私の一般的な一週間を、紹介します。月曜は１２時３０分～２１時まで将棋センター、火曜１０時②私の一般的な一週間を、紹介します。月曜は１２時３０分～２１時まで将棋センター、火曜１０時②私の一般的な一週間を、紹介します。月曜は１２時３０分～２１時まで将棋センター、火曜１０時

～１２時まで愛媛新聞カルチャー教室、午後から休み。水曜１０時～１２時個人指導、その後は２１～１２時まで愛媛新聞カルチャー教室、午後から休み。水曜１０時～１２時個人指導、その後は２１～１２時まで愛媛新聞カルチャー教室、午後から休み。水曜１０時～１２時個人指導、その後は２１～１２時まで愛媛新聞カルチャー教室、午後から休み。水曜１０時～１２時個人指導、その後は２１

時まで将棋センター、木曜１０時時まで将棋センター、木曜１０時時まで将棋センター、木曜１０時時まで将棋センター、木曜１０時    

～１２時リビングカルチャー教室、１３時～１６時個人指導、～１２時リビングカルチャー教室、１３時～１６時個人指導、～１２時リビングカルチャー教室、１３時～１６時個人指導、～１２時リビングカルチャー教室、１３時～１６時個人指導、その後２１時まで将棋センター、金曜その後２１時まで将棋センター、金曜その後２１時まで将棋センター、金曜その後２１時まで将棋センター、金曜

１０時～１２時フジカルチャー教室、１２時３０分～９時まで将棋センター、土曜１０時～１２時将１０時～１２時フジカルチャー教室、１２時３０分～９時まで将棋センター、土曜１０時～１２時将１０時～１２時フジカルチャー教室、１２時３０分～９時まで将棋センター、土曜１０時～１２時将１０時～１２時フジカルチャー教室、１２時３０分～９時まで将棋センター、土曜１０時～１２時将

棋センター子ども教室、１３時３０分～１７時３０分まで、えひめ文化健康センター教室、１８時～棋センター子ども教室、１３時３０分～１７時３０分まで、えひめ文化健康センター教室、１８時～棋センター子ども教室、１３時３０分～１７時３０分まで、えひめ文化健康センター教室、１８時～棋センター子ども教室、１３時３０分～１７時３０分まで、えひめ文化健康センター教室、１８時～

２１時将棋センター、日曜は各種将棋大会運営という１週間です。将棋センターでは平日１４時～２２１時将棋センター、日曜は各種将棋大会運営という１週間です。将棋センターでは平日１４時～２２１時将棋センター、日曜は各種将棋大会運営という１週間です。将棋センターでは平日１４時～２２１時将棋センター、日曜は各種将棋大会運営という１週間です。将棋センターでは平日１４時～２

１時までが子ども将棋教室で２０名～３０名位の生徒が来ます。全員と４面指し対局します結構しん１時までが子ども将棋教室で２０名～３０名位の生徒が来ます。全員と４面指し対局します結構しん１時までが子ども将棋教室で２０名～３０名位の生徒が来ます。全員と４面指し対局します結構しん１時までが子ども将棋教室で２０名～３０名位の生徒が来ます。全員と４面指し対局します結構しん

どいです。土曜は午前中だけで、３０～４０名来ますが、スタッフがいるので身体は楽です。基本自どいです。土曜は午前中だけで、３０～４０名来ますが、スタッフがいるので身体は楽です。基本自どいです。土曜は午前中だけで、３０～４０名来ますが、スタッフがいるので身体は楽です。基本自どいです。土曜は午前中だけで、３０～４０名来ますが、スタッフがいるので身体は楽です。基本自

由時間は火曜の午後ですが、こ由時間は火曜の午後ですが、こ由時間は火曜の午後ですが、こ由時間は火曜の午後ですが、この時も雑用が結構入ります。（続く）の時も雑用が結構入ります。（続く）の時も雑用が結構入ります。（続く）の時も雑用が結構入ります。（続く）    

③物事は同じ状況であっても、考え方によって捉え方は変わってきます。指導者の考え方でも、「将③物事は同じ状況であっても、考え方によって捉え方は変わってきます。指導者の考え方でも、「将③物事は同じ状況であっても、考え方によって捉え方は変わってきます。指導者の考え方でも、「将③物事は同じ状況であっても、考え方によって捉え方は変わってきます。指導者の考え方でも、「将

棋教室に来るときに、ルールは最低限覚えて来る事」と言われる方もいますが、松山将棋センターで棋教室に来るときに、ルールは最低限覚えて来る事」と言われる方もいますが、松山将棋センターで棋教室に来るときに、ルールは最低限覚えて来る事」と言われる方もいますが、松山将棋センターで棋教室に来るときに、ルールは最低限覚えて来る事」と言われる方もいますが、松山将棋センターで

は、無料体験の時にルールを覚えてもらう事を基本にしています。手間は掛かかりますが、入会するは、無料体験の時にルールを覚えてもらう事を基本にしています。手間は掛かかりますが、入会するは、無料体験の時にルールを覚えてもらう事を基本にしています。手間は掛かかりますが、入会するは、無料体験の時にルールを覚えてもらう事を基本にしています。手間は掛かかりますが、入会する

か否かに関わらず将棋のルールを知っている人が一人でも増える事が大事と考えています。か否かに関わらず将棋のルールを知っている人が一人でも増える事が大事と考えています。か否かに関わらず将棋のルールを知っている人が一人でも増える事が大事と考えています。か否かに関わらず将棋のルールを知っている人が一人でも増える事が大事と考えています。    

    将棋は今のルールになって四百年以上続く素晴らしい文化ですが、メジャーなスポーツ等に比べる将棋は今のルールになって四百年以上続く素晴らしい文化ですが、メジャーなスポーツ等に比べる将棋は今のルールになって四百年以上続く素晴らしい文化ですが、メジャーなスポーツ等に比べる将棋は今のルールになって四百年以上続く素晴らしい文化ですが、メジャーなスポーツ等に比べる

と、まだまだマイナーな世界です。と、まだまだマイナーな世界です。と、まだまだマイナーな世界です。と、まだまだマイナーな世界です。理由はルールが難しいと言う事にあると思います。当初は、どう理由はルールが難しいと言う事にあると思います。当初は、どう理由はルールが難しいと言う事にあると思います。当初は、どう理由はルールが難しいと言う事にあると思います。当初は、どう

すればもっと簡単に、将棋のルールを普及出来ないものかと考えました。どうぶつ将棋もやりましたすればもっと簡単に、将棋のルールを普及出来ないものかと考えました。どうぶつ将棋もやりましたすればもっと簡単に、将棋のルールを普及出来ないものかと考えました。どうぶつ将棋もやりましたすればもっと簡単に、将棋のルールを普及出来ないものかと考えました。どうぶつ将棋もやりました

が、結局、本将棋のルールをもう一度教える事になるので、二度手間になるので、今は最初から本将が、結局、本将棋のルールをもう一度教える事になるので、二度手間になるので、今は最初から本将が、結局、本将棋のルールをもう一度教える事になるので、二度手間になるので、今は最初から本将が、結局、本将棋のルールをもう一度教える事になるので、二度手間になるので、今は最初から本将

棋を教えています。今はコツコツと将棋人口を、増やすしかないと考えています。（続く）棋を教えています。今はコツコツと将棋人口を、増やすしかないと考えています。（続く）棋を教えています。今はコツコツと将棋人口を、増やすしかないと考えています。（続く）棋を教えています。今はコツコツと将棋人口を、増やすしかないと考えています。（続く）            

④今から約二十一年前、私は五年勤めた四国日立化成住機を退職し外資系損害保険の代理店の研修生④今から約二十一年前、私は五年勤めた四国日立化成住機を退職し外資系損害保険の代理店の研修生④今から約二十一年前、私は五年勤めた四国日立化成住機を退職し外資系損害保険の代理店の研修生④今から約二十一年前、私は五年勤めた四国日立化成住機を退職し外資系損害保険の代理店の研修生

となった。ちょうどそんな時に、日立化成のＯＢの方で、囲碁六段の方がおりその方の持ちビルで、となった。ちょうどそんな時に、日立化成のＯＢの方で、囲碁六段の方がおりその方の持ちビルで、となった。ちょうどそんな時に、日立化成のＯＢの方で、囲碁六段の方がおりその方の持ちビルで、となった。ちょうどそんな時に、日立化成のＯＢの方で、囲碁六段の方がおりその方の持ちビルで、

囲碁将囲碁将囲碁将囲碁将棋会所を始める事になり、子ども将棋教室もスタートした。最初の生徒は、毎週土曜の午後２棋会所を始める事になり、子ども将棋教室もスタートした。最初の生徒は、毎週土曜の午後２棋会所を始める事になり、子ども将棋教室もスタートした。最初の生徒は、毎週土曜の午後２棋会所を始める事になり、子ども将棋教室もスタートした。最初の生徒は、毎週土曜の午後２

時間を教室とし、ウィクリー新聞に募集広告を載せ、小学生と幼稚園の兄弟二人が来てくれた。教え時間を教室とし、ウィクリー新聞に募集広告を載せ、小学生と幼稚園の兄弟二人が来てくれた。教え時間を教室とし、ウィクリー新聞に募集広告を載せ、小学生と幼稚園の兄弟二人が来てくれた。教え時間を教室とし、ウィクリー新聞に募集広告を載せ、小学生と幼稚園の兄弟二人が来てくれた。教え

方も分からず、とにかく一生懸命だったが、ルールを知らない小さな子どもに２時間教えるのは、間方も分からず、とにかく一生懸命だったが、ルールを知らない小さな子どもに２時間教えるのは、間方も分からず、とにかく一生懸命だったが、ルールを知らない小さな子どもに２時間教えるのは、間方も分からず、とにかく一生懸命だったが、ルールを知らない小さな子どもに２時間教えるのは、間

が持たなかった。それでも１年程続けていると生徒は５人になった。５人いるとそれなりに忙しいが、が持たなかった。それでも１年程続けていると生徒は５人になった。５人いるとそれなりに忙しいが、が持たなかった。それでも１年程続けていると生徒は５人になった。５人いるとそれなりに忙しいが、が持たなかった。それでも１年程続けていると生徒は５人になった。５人いるとそれなりに忙しいが、

今度の悩みは中々強くならないと言う事であった。今考えると当たり前で、週一回２時間将棋をして今度の悩みは中々強くならないと言う事であった。今考えると当たり前で、週一回２時間将棋をして今度の悩みは中々強くならないと言う事であった。今考えると当たり前で、週一回２時間将棋をして今度の悩みは中々強くならないと言う事であった。今考えると当たり前で、週一回２時間将棋をして    

強くなる訳がない。そんな時、他の指導者の方に「強くしようと思う事強くなる訳がない。そんな時、他の指導者の方に「強くしようと思う事強くなる訳がない。そんな時、他の指導者の方に「強くしようと思う事強くなる訳がない。そんな時、他の指導者の方に「強くしようと思う事が間違い、強くなる子は、勝が間違い、強くなる子は、勝が間違い、強くなる子は、勝が間違い、強くなる子は、勝

手に強くなる」と言われ気持ちが手に強くなる」と言われ気持ちが手に強くなる」と言われ気持ちが手に強くなる」と言われ気持ちが楽になった。（続く）楽になった。（続く）楽になった。（続く）楽になった。（続く）    

⑤子ども将棋教室を始めて、１年程が過ぎて当時の愛媛県将棋界の重鎮であった永井兼幸（昨年８６⑤子ども将棋教室を始めて、１年程が過ぎて当時の愛媛県将棋界の重鎮であった永井兼幸（昨年８６⑤子ども将棋教室を始めて、１年程が過ぎて当時の愛媛県将棋界の重鎮であった永井兼幸（昨年８６⑤子ども将棋教室を始めて、１年程が過ぎて当時の愛媛県将棋界の重鎮であった永井兼幸（昨年８６

才で死去、元県名人）さんから、当時の愛媛社会保険センター（現愛媛健康文化センター）の将棋教才で死去、元県名人）さんから、当時の愛媛社会保険センター（現愛媛健康文化センター）の将棋教才で死去、元県名人）さんから、当時の愛媛社会保険センター（現愛媛健康文化センター）の将棋教才で死去、元県名人）さんから、当時の愛媛社会保険センター（現愛媛健康文化センター）の将棋教

室を引き継いで欲しいと言われ、室を引き継いで欲しいと言われ、室を引き継いで欲しいと言われ、室を引き継いで欲しいと言われ、    

時間帯が重なっていた為、子ども教室の皆さんに移籍して頂き、約２０名の教室をする事になった。時間帯が重なっていた為、子ども教室の皆さんに移籍して頂き、約２０名の教室をする事になった。時間帯が重なっていた為、子ども教室の皆さんに移籍して頂き、約２０名の教室をする事になった。時間帯が重なっていた為、子ども教室の皆さんに移籍して頂き、約２０名の教室をする事になった。

その頃に、私が所属している、日将連松山坊っちゃん支部と、永井さんが顧問をしていた。日将連愛その頃に、私が所属している、日将連松山坊っちゃん支部と、永井さんが顧問をしていた。日将連愛その頃に、私が所属している、日将連松山坊っちゃん支部と、永井さんが顧問をしていた。日将連愛その頃に、私が所属している、日将連松山坊っちゃん支部と、永井さんが顧問をしていた。日将連愛

媛囲碁将棋会館支部が合併する事媛囲碁将棋会館支部が合併する事媛囲碁将棋会館支部が合併する事媛囲碁将棋会館支部が合併する事    

になり、支になり、支になり、支になり、支部道場を、愛媛囲碁将棋会館に変更する事になった。愛媛囲碁将棋会館は、２階建てで１部道場を、愛媛囲碁将棋会館に変更する事になった。愛媛囲碁将棋会館は、２階建てで１部道場を、愛媛囲碁将棋会館に変更する事になった。愛媛囲碁将棋会館は、２階建てで１部道場を、愛媛囲碁将棋会館に変更する事になった。愛媛囲碁将棋会館は、２階建てで１

階が駐車場７０台、喫茶が５０席、２階の道場が席数４００席というとてつもない規模であった。間階が駐車場７０台、喫茶が５０席、２階の道場が席数４００席というとてつもない規模であった。間階が駐車場７０台、喫茶が５０席、２階の道場が席数４００席というとてつもない規模であった。間階が駐車場７０台、喫茶が５０席、２階の道場が席数４００席というとてつもない規模であった。間

違いなく日本最大規模の囲碁将棋道場だったのではないだろうか。将棋を知らない建設会社社長が、違いなく日本最大規模の囲碁将棋道場だったのではないだろうか。将棋を知らない建設会社社長が、違いなく日本最大規模の囲碁将棋道場だったのではないだろうか。将棋を知らない建設会社社長が、違いなく日本最大規模の囲碁将棋道場だったのではないだろうか。将棋を知らない建設会社社長が、

松山に将棋道場がないので、儲かると思って建てたものだった。現在はデーサビスになっている。（続松山に将棋道場がないので、儲かると思って建てたものだった。現在はデーサビスになっている。（続松山に将棋道場がないので、儲かると思って建てたものだった。現在はデーサビスになっている。（続松山に将棋道場がないので、儲かると思って建てたものだった。現在はデーサビスになっている。（続

く）く）く）く）    

また次回スペースに余裕のある時に続きを掲載いたします。また次回スペースに余裕のある時に続きを掲載いたします。また次回スペースに余裕のある時に続きを掲載いたします。また次回スペースに余裕のある時に続きを掲載いたします。    

今回、香歩新聞の間隔が空き申し訳ありませんでした。今回、香歩新聞の間隔が空き申し訳ありませんでした。今回、香歩新聞の間隔が空き申し訳ありませんでした。今回、香歩新聞の間隔が空き申し訳ありませんでした。    


