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★第１６３回手合い割月例会 １２月１１日（日） 

有段者の部 優勝 垣生蒼月Ｓ五段 準優勝 種植太一五段格 ３位 桑名房征二段 

                       ４位 清水知己三段 ５位 塩田 潔四段 

級位者の部 優勝 武智良雄３級 準優勝 黒川数雄初段格 ３位 直樹 靖１級 

                   ４位 井上憲一１級 ５位 杉野利一初段格 

★第１２８回レーティング月例会 １２月１８日（日） 

Ｓ級 優勝 野島進太郎（１９７５）準優勝 垣生蒼月（１８３６）  

Ａ級 優勝 塩田 潔（１６５２） 準優勝 小宮 良（１５０１） ３位 中城秀水（１４５６） 

Ｂ級 優勝 直樹 靖（１３９１） 準優勝 中里勇輝（１３８９） ３位 藤原敬造（１４００） 

★クリスマス児島子供将棋教室大会 １２月２３日（祝） 

Ａ級 優勝 清水知己三段  準優勝 児島青昊初段格  

Ｂ級 優勝 森木一総４級  準優勝 児島純輝４級  ３位 池内有彩２級 

Ｃ級 優勝 山田哲郎６級  準優勝 栗原瑛士６級  ３位 定成 蓮９級 

Ｄ級 優勝 夏原健匠１２級 準優勝 網江祐人１６級 ３位 岡 柊佑１８級 

★年忘れ将棋大会 １２月２５日（日） 

有段者の部 優勝 垣生蒼月Ｓ五段 準優勝 塩田 潔四段 ３位 中里勇輝初段格 

                 ４位 坂本しおり初段格 ５位 浜田久一郎Ｓ五段 

級位者の部 優勝 井上憲一１級 準優勝 松本帝汰５級 ３位 武智良雄３級 

                 ４位 直樹 靖１級 ５位 清水健慈１級 

★２０１６年最後の将棋大会 １２月３０日（金） 

優勝 野中匡俊四段格 準優勝 森木一総３級 ３位 垣生蒼月Ｓ五段 

             ４位 井上憲一１級 ５位 坂本しおり初段格 

★新春お年玉将棋大会 １月 ３日（火） 

有段者の部 優勝 山根ことみＳ五段 準優勝 垣生蒼月Ｓ五段 ３位  

                   ４位 佐藤聡朗二段格 ５位 清水知己三段 

級位者の部 優勝 中 眞一１級 準優勝 松本吉史２級 ３位 松本帝汰４級 

                   ４位 丹生谷洸樹３級 ５位 井上憲一１級 

★第９１回手合い割大会 １月 ８日（日） 

優勝 池田英司Ｓ五段 準優勝 冨岡唯夫三段 ３位 河本満久２級 

                   ４位 井上憲一１級 ５位 桑名房征二段 

★第９２回手合い割大会 １月 ９日（祝） 

優勝 児島純輝４級 準優勝 塩田 潔四段 ３位 冨岡唯夫三段 

                   ４位 坂本しおり初段格 ５位 桑名房征二段 

★第９３回手合い割大会 １月１５日（日） 

優勝 小宮 良二段格 準優勝 塩田 潔四段 ３位 清水健慈３級  

                   ４位 田中亮典初段格 ５位 中里勇輝初段格 

☆黒田尭之 奨励会第６０回三段リーグ成績 

１２月１０日 ××  １月 ７日 〇〇 ２１日 〇× ５勝７敗 



☆垣生蒼月 奨励会６級成績 

１２月１０日 ××× ２３日 ××Ｂ〇 １月 ７日 〇×× ２１日 ××× 

★第１６４回月例手合い割大会 １月２２日（日） 

有段者の部 優勝 垣生蒼月Ｓ五段 準優勝 冨岡唯夫三段 ３位 中里勇輝初段格 

                  ４位 小網渓斗初段格 ５位 桑名房征二段 

級位者の部 優勝 杉野利一初段格 準優勝 直樹 靖１級 ３位 井上憲一１級 

                  ４位 清水健慈３級 ５位 松本帝汰４級 

☆小学生将棋名人戦愛媛県大会 １月 ８日（日） 会場 コムズ 

名人戦の部 優勝 清水知己  準優勝 児島青昊  ３位 丹生谷洸樹 ３位 清水健慈 

高学年の部 優勝 長谷川穂高 準優勝 小野真悠子 ３位 配川 晴  ３位 中越快翔 

低学年の部 優勝 八塚 湊  準優勝 栗原瑛士  ３位 小野寛生  ３位 小林亮太 

跳び将棋の部 優勝 山内康輔 準優勝 磯崎太地  ３位 松本隼人  ３位 矢野遥都 

☆朝日アマ将棋名人戦四国ブロック大会 １月１５日（日） 

Ａブロック 優勝 松田耕治（愛媛県） 準優勝 横山直人（高知県） 

Ｂブロック 優勝 中村幸佑（愛媛県） 準優勝 白井厚男（香川県） 

優勝した２名は、３月に東京で開催される、全国大会に出場します。 

☆女流棋士 山根ことみ後援会 愛駒会入会者募集中☆ 

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

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。 

手合い割り戦１０月～１２月末成績表（最終）一般 級位者 

対局数部門          勝数部門          勝率部門 

①宮田秀則２級 １０７局   ①鱒 充芳１級  ５０勝  ①武智良雄３級  0.632 

①鱒 充芳１級  ９４局   ②井上憲一１級  ４６勝  ②山田陽一２級  0.591 

③井上憲一１級  ９０局   ③宮田秀則２級  ４０勝  ③鱒 充芳１級  0.532 

④栗原雅人２級  ８４局   ④栗原雅人２級  ３５勝  ④井上憲一１級  0.511 

⑤河本満久２級  ７５局   ⑤山田陽一２級  ２６勝  ⑤高橋和浩４級  0.500 

⑥参川和弘１級  ５８局   ⑥参川和弘１級  ２２勝  ⑥直樹 靖１級  0.489 

⑦直樹 靖１級  ４５局   ⑥直樹 靖１級  ２２勝  ⑦井関光男５級  0.486 

⑧山田陽一２級  ４４局   ⑧河本満久２級  １８勝  ⑧栗原雅人２級  0.417 

⑨井関光男５級  ３７局   ⑧井関光男５級  １８勝  ⑨参川和弘１級  0.379 

⑩泉 三好２級  ２３局   ⑩武智良雄３級  １２勝  ⑩宮田秀則２級  0.374 

次点高橋和浩４級 ２２局   次点高橋和浩４級 １１勝 

連勝部門 

①９連勝  髙石金重２級 

②６連勝  鎌田福富３級  

③５連勝  中 眞一１級  鱒 充芳１級（２回）  井関光男５級  山田陽一２級 

⑩４連勝  西岡 計２級  宮田秀則２級 

☆４部門トップ５    鱒 充芳１級  井上憲一１級 

手合い割り戦参加者は１７７名。勝率部門公認の１５局 対局者は８８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。 



手割り戦１０月～１２月末成績表（最終）一般段位者 

   対局数部門         勝数部門          勝率部門 

①田中亮典初段格 １８１局  ①柳野秀樹三段  ８４勝  ①竹森恭平三段格 0.806 

②柳野秀樹三段格 １４４局  ②田中亮典初段格 ７３勝  ②三代瑛介五段  0.762 

③黒川数雄初段格 １０９局  ③黒川数雄初段格 ５５勝  ③坪内達平Ｓ五段 0.730 

④米田一郎初段格  ９６局  ③米田一郎初段格 ５５勝  ④池田英司Ｓ五段 0.727 

⑤桑名房征二段   ７８局  ⑤渡辺真人初段格 ４７勝  ⑤小宮 良二段格 0.724 

⑥渡辺真人初段格  ７５局  ⑥塩田 潔四段  ４５勝  ⑥清水誠人初段格 0.708 

⑦塩田 潔四段   ７３局  ⑦山本晃祐初段  ４４勝  ⑦渡部広司三段  0.667 

⑧山本晃祐初段   ６８局  ⑧桑名房征二段  ３８勝  ⑧山本晃祐初段  0.647 

⑨佐藤健一初段格  ６７局  ⑨池田英司Ｓ五段 ３２勝  ⑨渡辺真人初段格 0.627 

⑩松村崇志五段格  ４９局  ⑩佐藤健一初段格 ２７勝  ⑩塩田 潔四段  0.616 

次点池田英司Ｓ五段 ４４局  ⑩坪内達平Ｓ五段 ２７勝 次点貝崎美都志二段 0.611 

⑩松村崇志五段格 ２７勝 

連勝部門 

①１１連勝  竹森恭平三段格 

② ８連勝  柳野秀樹三段格  坪内達平Ｓ五段  伊藤直毅五段 

  池田英司Ｓ五段  清水誠人初段格 

⑦ ７連勝  柳野秀樹三段格  小宮 良二段格  黒川数雄初段格 

⑩ ６連勝  三代瑛介五段   渡部広司三段  柳野秀樹三段格   

米田一郎初段格（２回）  山本晃祐初段 

☆４部門トップ５  なし    

手合い割り戦１０月～１２月末成績表（最終）Ｕ—１８部門 級位者 

対局数門           勝数部門          勝率部門 

①清水健慈１級 １８７局   ①清水健慈１級  ７３勝  ①夏原健匠１１級 0.857 

①丹生谷洸樹３級１３８局   ②丹生谷洸樹３級 ６８勝  ②井上直丈１０級 0.813 

③児島純輝４級 １０３局   ③森木一総３級  ５８勝  ③松本歩大７級  0.813 

④宮内陸聖３級 １０１局   ④宮内陸聖３級  ５３勝  ④峰雪 晄１８級 0.800 

⑤山﨑晴輝５級 １０１局   ⑤児島純輝４級  ５１勝  ⑤岡 柊佑１７級 0.708 

⑥山田哲郎６級  ９９局   ⑥山田哲郎７級  ４４勝  ⑥小林亮太１３級 0.640 

⑥森木一総３級  ９１局   ⑥磯崎太地１５級 ４４勝  ⑦森木一総３級  0.637 

⑧松本帝汰４級  ８６局   ⑥清水倖多１１級 ４４勝  ⑧網江祐人１７級 0.630 

⑨磯崎太地１２級 ８５局   ⑨山﨑晴輝５級  ４２勝  ⑨長谷川穂高７級 0.625 

⑨宮浦 凛１３級 ７８局   ⑩長谷川穂高７級 ４０勝  ⑩兵頭壮太１９級 0.625 

次点清水倖多９級 ７７局  次点定成 蓮８級  ３６勝 次点中路直弥１３級 0.600 

連勝部門 

①１５連勝  峰雪 晄１８級 

② ９連勝  森木一総３級   清水倖多９級  夏原健匠１１級  梼山 駿１１級 

⑥ ８連勝  小林亮太１３級  清水倖多９級  岡 柊佑１７級 

⑨ ７連勝  井上直丈１０級  有澤聖那８級  栗原瑛士５級  清水健慈１級 

       松本帝汰５級   田窪天雅３級  森脇 爽１７級 児島純輝４級 

       長谷川穂高７級 

☆４部門トップ５   なし 



 手合い割り戦１０月～１２月末成績表（最終）Ｕ—１８部門 段位者 

対局数部門          勝数部門         勝率部門 

①清水知己三段 １６６局   ①清水知己三段 １０９勝  ①垣生蒼月Ｓ五段 0.747 

②西上武志二段格１２６局   ②西上武志二段格 ７１勝  ②野中匡俊四段格 0.737 

③井上拓仁二段格 ９４局   ③井上拓仁二段格 ６６勝  ③井上拓仁二段格 0.702 

④児島青昊初段格 ８１局   ④垣生蒼月Ｓ五段 ５９勝  ④宮浦 猛二段格 0.684 

⑤垣生蒼月Ｓ五段 ７９局   ⑤児島青昊初段格 ４４勝  ⑤清水知己三段  0.657 

⑥坂本しおり初段格５９局   ⑥宮浦 猛二段格 ３９勝  ⑥種植太一五段格 0.600 

⑦宮浦 猛二段格 ５７局   ⑦坂本しおり初段格３５勝  ⑦坂本しおり初段格 0.593 

⑧野中匡俊四段格 ３８局   ⑧野中匡俊四段格 ２８勝  ⑧西上武志二段格 0.563 

⑨中里勇輝初段格 ３２局   ⑨中里勇輝初段格 １８勝  ⑧小網到谷初段格 0.563 

⑩小網渓斗初段格 ２８局   ⑩小網到谷初段格 １２勝  ⑩児島青昊初段格 0.543 

⑩小網到谷初段格 ２８局  次点小網渓斗初段格 １０勝 次点小網到谷初段格 0.429 

連勝部門 

①１１連勝  垣生蒼月Ｓ五段 

② ９連勝  清水知己三段 

③ ８連勝  垣生蒼月Ｓ五段  井上拓仁二段格（２回） 

⑥ ７連勝  西上武志二段格  野中匡俊四段格  清水知己三段（２回） 

       宮浦 猛二段格 

次点６連勝  坂本しおり初段格 中里勇輝初段格  児島青昊初段格 

       清水知己三段（３回） 

☆３部門トップ５  清水知己三段  井上拓仁二段格  垣生蒼月Ｓ五段 

土・日曜祝日手合い割りトーナメント成績 

１２月１０日（土）             １２月１１日（日） 

優勝 井上拓仁二段格 ２位 山田陽一２級  優勝 宮川拓也２級 ２位 清水知己三段 

１２月１７日（土）             １２月１８日（日） 

優勝 清水知己三段  ２位 宮内陸聖３級  優勝 柳野秀樹三段格２位小宮 良二段格

１２月２３日（祝）             １２月２４日（土） 

優勝 山本晃祐初段  ２位 西上武志二段格 優勝 田中亮典初段格２位 井関光男５級 

１２月２５日（日）             １２月２９日（木） 

優勝 柳野秀樹三段格 ２位 桑名房征二段  優勝 米田一郎初段格２位 清水知己三段 

１２月３０日（金）              １月 ２日（月） 

優勝 清水知己三段  ２位 田中亮典初段格 優勝浜田久一郎Ｓ五段２位種植太一五段格 

１月 ３日（火）              １月 ４日（水） 

優勝 清水知己三段  ２位 渡辺真人初段格 優勝 月原敏行三段 ２位垣生蒼月Ｓ五段 

 １月 ７日（土）              １月 ８日（日） 

優勝 松本修三四段格 ２位 清水知己三段  優勝 池田英司Ｓ五段２位宮浦 猛二段格 

 １月 ９日（祝）              １月１４日（土） 

優勝 塩田 潔四段  ２位 児島純輝４級  優勝 栗原雅人２級 ２位清水知己三段 

 １月１５日（日）              １月２１日（土） 

優勝 清水知己三段  ２位 西上武志二段格 優勝 小野真悠子５級２位坪内達平Ｓ五段 

 １月２２日（日） 

優勝 坪内達平Ｓ五段 ２位 清水知己四段格 



松山将棋センター レーティング大会参加者 持ち点１月１１日現在 

（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。 

S 級（１７００以上） ８７名                                        

黒田尭之八段  （２３０９）       麻生喜久Ｓ五段 （２２６２） 

後藤伊織五段  （２２５０）       小田一彦Ｓ五段 （２１８８） 

田中佳久Ｓ五段 （２１４９）       永森広幸六段  （２１０３） 

神内行人Ｓ五段 （２０４５）       藤岡隼太Ｓ五段 （２０３４） 

吉武大輝 S 五段 （２０３０）       宗内 巌五段  （２０３０） 

植田吉則Ｓ五段 （２０２９）       児島有一郎Ｓ五段（２０２６） 

真鉢 徹Ｓ五段 （２０２５）       村田 楽五段格 （２０１３） 

中村幸佑Ｓ五段 （２０１２）       岡 茂樹五段  （２００５） 

大場武志Ｓ五段 （２００３）       荒木庸行Ｓ五段 （１９８９） 

池田英司Ｓ五段 （１９８６）       森貞 仁Ｓ五段 （１９８４） 

牟田口群英五段格（１９７８）       西森絋四郎Ｓ五段（１９７６） 

野島進太郎五段 （１９７５）       白井厚男Ｓ五段 （１９６９）        

小野貴美男Ｓ五段（１９６７）       清水克真五段  （１９６０） 

宮内明範五段  （１９４８）       山根ことみＳ五段（１９３６） 

森岡正幸Ｓ五段 （１９３３）       西山晴大五段  （１９３０） 

松田耕治Ｓ五段  （１９２８）       小倉光弘 S 五段 （１９２６） 

幸田良介五段  （１９２５）       加藤寿己Ｓ五段 （１９１３） 

谷本勇一Ｓ五段 （１９１１）       佐々木康介五段格（１９１１） 

一色厚志Ｓ五段 （１９０７）       武智 誠五段格 （１９０７） 

松坂燿一郎五段 （１９０３）       松本 遼五段格 （１８９３） 

坪内達平Ｓ五段 （１８８４）       佐藤治樹五段  （１８７７） 

松下義和五段  （１８６５）       中脇隆志Ｓ五段 （１８６５） 

吉川政男五段  （１８６４）       鯛谷浩之四段格 （１８６４） 

竹村孔明Ｓ五段 （１８５７）       垣生蒼月Ｓ五段 （１８５６） 

木田直太郎五段 （１８５５）       平井 進四段格 （１８４５） 

河津明典四段  （１８４５）       前田正人五段  （１８３６） 

浜田久一郎Ｓ五段（１８３０）       松下嘉彦五段  （１８２８） 

渡辺啓太三段  （１８２０）       武智一行 S 五段 （１８１６） 

菊地智久Ｓ五段 （１８１４）       川又 望四段格 （１８１４） 

浜田安則四段  （１８０９）       関 太志五段  （１８０８）        

種植太一五段格 （１７９４）       山崎大輝四段  （１７９３） 

小西信樹Ｓ五段 （１７９０）       橘潤一郎四段格 （１７８９） 

水本晶久四段格 （１７８６）       合田一郎五段  （１７８５）        

伊藤直毅五段  （１７８３）       三好久史四段格 （１７７９）        

城戸純希四段格 （１７７７）       三好晃司四段格 （１７７４）        

日野麟太郎四段格（１７７０）       高市泰輔三段   （１７６６）        

林 長則三段  （１７６６）       織田智広三段格 （１７６２） 

新 政幸三段  （１７６２）       西村俊亮四段  （１７４５） 

浅野 俊五段格 （１７４４）       宇都宮明四段格 （１７３１） 

新貝涼太三段格 （１７２９）       堀本知資四段格 （１７２４） 



土橋拓未四段格 （１７２２）       国田卓司四段  （１７２１） 

松岡修輔五段  （１７１５）       越智琳太四段格 （１７１５） 

磯野正夫三段格 （１７１０）       三谷賢広四段  （１７０６）  

三代瑛介五段  （１７０１）       

A 級（１６９９～１４００）１２１名 

（点数）前の○は新昇級者。△は再昇級者。 

大橋正憲三段格 （１６９３）       奥田剛司三段格 （１６９２） 

渡辺裕人三段  （１６９０）       熊沢和哉三段  （１６８８） 

松本隆徳二段   （１６８６）       山口幸男二段   （１６７８） 

田本通般四段  （１６７１）       山下保広二段格 （１６７０） 

小沢 守二段  （１６７０）       藤田翔平二段   （１６６６） 

野中匡俊四段格 （１６６６）       菊池秀和三段  （１６６５） 

杉本有司三段格 （１６６２）       横尾義樹三段  （１６５９） 

三根智志二段格 （１６５７）       市川栄樹Ｓ五段 （１６５６） 

福井流一郎三段 （１６５５）       塩田 潔四段  （１６５２） 

渡部 武三段格 （１６４９）       徳川裕太三段格 （１６４７） 

廉谷直大五段格 （１６４６）       大西賢司初段  （１６４４） 

百瀬 達三段  （１６４４）       坂東和博三段格  （１６４３） 

谷口満夫三段  （１６４２）       越智悠貴三段格 （１６４２） 

藤内聖晃二段  （１６３８）       曽根栄二初段格  （１６２８） 

末光祐司三段  （１６２８）       佐々木優綺三段格（１６２８）    

城戸紀宗二段   （１６２４）       米田一郎初段  （１６１９） 

井上高徳三段格 （１６１８）       紙田恵治四段格 （１６１６） 

越智静司二段  （１６１３）       塩見 章二段格 （１６０６） 

小松孝男初段格 （１６０１）       伊藤雅起二段格 （１６０１） 

高橋 勇三段  （１５９２）       鈴木悠馬二段格 （１５９１） 

小野真道二段格 （１５９０）       高橋理起三段格 （１５８８） 

川井豊弘二段  （１５８６）       井上拓仁二段格 （１５７２） 

弘中智彦初段格 （１５６９）       三好一生四段格  （１５６８） 

木村洋介初段格 （１５６６）       佐藤聡朗二段格 （１５６４） 

西村友希二段格 （１５６０）       幸田 弘初段  （１５５９） 

渡辺辰也二段  （１５５７）       泉 譲二二段  （１５５５） 

辻 健太郎二段格（１５５４）       澤村理貴三段格 （１５５２） 

土居牧雄二段格 （１５５２）       渡辺真人初段格 （１５４９） 

鎌田康孝三段  （１５４８）       中村宣夫二段  （１５４８） 

八束俊樹三段格 （１５４６）       小西和夫１級  （１５４６） 

澤村現真初段格 （１５４４）       来嶋直也初段  （１５４４） 

酒井幸雄初段  （１５４３）       宮浦 猛二段格 （１５４０） 

松村崇志五段格 （１５３５）       正盛 猛三段   （１５３４） 

浅井辰郎三段  （１５３１）       柳野秀樹三段格 （１５２７） 

三根儀継二段  （１５２７）       冨岡唯夫三段  （１５２５） 

森 達朗初段格 （１５２０）       吉田貞次二段  （１５１９） 

塩見 勝二段格 （１５１７）       山田太郎初段  （１５１７） 



井上康三郎初段 （１５１５）       幸島恭輔初段  （１５１２） 

小宮 良二段格 （１５０１）       中谷友哉初段格 （１４９９） 

清水知己三段  （１４９６）       石川琳太郎三段格（１４８９） 

三浦重頼三段  （１４８９）       牧野正昭初段格 （１４８２） 

駄馬清志１級  （１４８０）       貝崎美都志二段 （１４７７） 

直野未悠三段格 （１４７４）       清水徳文１級  （１４７３） 

大西 康二段格 （１４７３）       石川三智人三段 （１４６７）        

根岸 司１級  （１４６３）       仲村勇之助二段格（１４６２） 

久岡正幸１級  （１４５９）       藤田隆史初段格 （１４５６） 

中城秀水三段   （１４５６）       三好将司初段  （１４５４） 

水沼 豊初段  （１４５４）       大西栄一初段  （１４５４） 

高畑正樹２級  （１４５３）       立花和彦初段格 （１４５２） 

谷本鋭次２級  （１４５２）       加賀山竹男１級 （１４５２） 

元木一貴１級  （１４５０）       岩崎和也初段格 （１４４７） 

土岐正之二段格 （１４４３）       西村和正二段格 （１４４２） 

林 幹男１級  （１４４２）       谷口忠雄初段格 （１４４１） 

上野哲也２級  （１４４０）       水本秀樹初段  （１４３８） 

渡部広司三段  （１４３５）       杉野利一初段格 （１４３１） 

赤尾龍一１級  （１４２５）       和気猪久男１級 （１４２３） 

米子治夫２級  （１４１８）       大美文乃初段格 （１４１７） 

大下英明二段  （１４１６）       二瓶敦雄初段格 （１４１５） 

冨谷 満１級  （１４１３）       宮田秀則２級  （１４１０） 

田所昌一２級  （１４０９）       芳野冴輔１級  （１４０９） 

古田 旭２級  （１４０３）       藤原敬造初段格 （１４００） 

西上武志二段格 （１４００） 

B 級（１３９９以下）１１７名 

本田翔大２級  （１３９８）       竹森恭平二段格 （１３９６） 

岡田盛夫２級  （１３９３）       直樹 靖１級  （１３９１） 

中里勇輝初段格 （１３８９）       眞鍋祐樹２級  （１３７９） 

原 勝利２級   （１３７３）       井上憲一１級  （１３７２） 

野島伸司初段格 （１３６４）       紙田峻輔１級  （１３６２） 

和田大雅三段格 （１３６２）       黒田勝行初段格 （１３６０） 

斎木良介１級  （１３５４）       山内悠椰１級  （１３４６） 

小西健人２級  （１３４６）       佐藤健一初段格 （１３４５） 

藤田 匠１級  （１３３８）       水口幸平初段  （１３３５）        

薬師神 学初段格（１３３０）       坂本しおり初段格（１３２９） 

武智 明４級  （１３２８）       谷岡政登１級  （１３２６） 

三瀬昭一３級  （１３２５）       尾埼 啓初段格 （１３２３） 

矢野圭祐２級  （１３１６）       中村大志１級  （１３１１） 

小網柊哉二段格 （１３１１）       工藤陸奥雄５級 （１３０９） 

桑名房征二段格 （１３０８）       加藤慈宇３級  （１３０５） 

木村憲児４級  （１３０１）       新名義輝１級  （１２９６） 

児島青昊初段格 （１２９３）       谷口義広２級  （１２８８）        



河端崇瑛１級  （１２８５）       坂本 勲１級  （１２８４） 

参川和弘１級  （１２８２）       黒川数雄初段格 （１２８２） 

柚山健造初段  （１２８１）       吉岡 満初段格 （１２８０） 

進藤一俊初段格 （１２７７）       平井直季１級  （１２７３） 

松本吉史２級  （１２６９）       佐伯義照２級  （１２６７）        

田中亮典初段格 （１２５５）       宗内 駿１級  （１２５２）        

小網渓斗初段格 （１２５２）       野中洋介１級  （１２４２）        

大西 萌３級  （１２３８）       鳥海智洋１級  （１２３４） 

大西啓雄２級  （１２３２）       渡辺英敏３級  （１２３１） 

小網到谷初段格 （１２２８）       泉 三好２級  （１２２２） 

曽我美春江６級 （１２２１）       山田陽一２級  （１２２１） 

青葉裕史２級  （１２１９）       笹井 涼１級  （１２１０） 

高田大輔２級  （１２０７）       谷川和優３級  （１２０７） 

高市 正３級   （１１９８）       清水健慈１級  （１１９６） 

鱒 充芳１級  （１１９４）       土居雅彦１級  （１１９１）        

渡部将平３級  （１１８３）       西濱隆久５級  （１１８２） 

浜田 翼４級  （１１８２）       阿部真実４級  （１１７９） 

岡田晃季２級  （１１７６）       中野 葵５級  （１１７４） 

丹生谷洸樹３級 （１１７３）       広木哲也１級  （１１６７） 

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

田野 徹４級  （１１４９）       大野明義５級  （１１４２） 

杉野伸明４級  （１１４２）       山口公生４級  （１１３６） 

山内靖樹５級  （１１２９）       宗内 慧２級   （１１１７） 

矢野貴大２級  （１１１３）       西野永久４級  （１１００） 

菊田正幸６級  （１０９６）       児島純輝５級  （１０９４） 

今本真二郎４級 （１０９０）       小野晃己１級  （１０８７） 

栗原雅人３級  （１０８１）       土居紀子４級  （１０７９） 

宮川拓也２級  （１０７９）       宇都宮靖久２級 （１０７８） 

武智良雄３級  （１０７７）       石川 正３級  （１０６０） 

井原幹陽１級  （１０４９）       伊東慶春６級  （１０４８） 

延永峻任５級  （１０４７）       宮内陸聖５級  （１０４４） 

山内惟真４級  （１０４０）       西部広務４級  （１０２０） 

尾崎友子８級   （１０１７）       河本満久２級  （１０１４） 

高石詳治８級  （１００８）       佐々木大輔６級 （１００６） 

宮内拓夢１０級  （９８４）       堀内将希６級   （９７７） 

平石琉聖５級   （９７４）       牟田口環美３級  （９７１） 

松本帝汰５級   （９７０）       伊藤瑠理８級   （９６３） 

矢野裕季１０級  （９６１）       岡 彩文５級   （９６０） 

筒井仁太３級   （９５６）       尾崎将也６級    （９２９） 

藤内ひかる５級  （８５９） 

☆リビングカルチャー昇級者      ☆宇和島フジカルチャーサークル昇級者 

近藤義久入門→６級→５級へ          松本真由美８級→７級へ 

 



アマレン会員募集中 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

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。 

道場手合い割戦昇段級者   子ども教室昇段級者     子ども教室昇級者入門者 

三段 清水 知己 四段格へ 三段 井上 拓仁 四段へ  ８級 内藤 遼  ７級へ 

初段格 渡辺 真人  初段へ 三段 池内 有彩 四段へ  ８級 夏原 健匠 ７級へ 

 ２級 山田 陽一  １級へ 二段 中里 勇輝 三段へ  ８級 森脇 爽  ７級へ 

 ４級 田窪 天雅  ３級へ １級 岩佐 尋紀 初段へ  ８級 赤塚 智樹 ７級へ 

 ４級 森木 一総  ３級へ ３級 小松琳太郎 ２級へ  ８級 岡本 理功 ７級へ 

４級 児島 純輝  ３級へ ４級 小林 亮太 ３級へ  ９級 中上 樹太 ８級へ 

５級 松本 帝汰  ４級へ ４級 丹生谷洸樹 ３級へ  ９級 赤塚 智樹 ８級へ 

 ６級 栗原 瑛士  ５級へ ４級 青木優有斗 ３級へ  ９級 市村 歩  ８級へ 

６級 藤川 貴生  ５級へ ４級 曽根 一晟 ３級へ  ９級 山﨑 湧  ８級へ 

 ８級 小野 寛生  ７級へ ５級 定成 蓮  ４級へ  ９級 清水 上総 ８級へ 

 ８級 定成 蓮   ７級へ ５級 藤川 貴生 ４級へ  ９級 松本 祐介 ８級へ 

８級 清水 倖多  ７級へ ５級 御厨 美翔 ４級へ  ９級 末久 雅己 ８級へ 

 ９級 定成 蓮   ８級へ ５級 田窪 天雅 ４級へ  ９級 門田 尚  ８級へ 

９級 清水 倖多  ８級へ ５級 長谷川穂高 ４級へ  ９級 松本 隼人 ８級へ 

１０級 定成 蓮   ９級へ ５級 髙山 亮太 ４級へ  入門 松岡 玄  ８級 

１０級 清水 倖多  ９級へ ５級 堀江 澄人 ４級へ  入門 中井 研吾 ８級 

１１級 清水 倖多 １０級へ ５級 澤田 弥幸 ４級へ  入門 杉本 行  ８級 

２０級 夏原 健匠 １１級へ ５級 鳥山 駿  ４級へ  入門 一藤 樹  ８級 

１３級 森岡 敏純 １２級へ ６級 兵頭 壮太 ５級へ １０級 清水 上総 ９級へ  

１３級 磯崎 太地 １２級へ ６級 森岡 敏純 ５級へ １０級 樋野 友弥 ９級へ  

１４級 中路 直弥 １３級へ ６級 長谷川穂高 ５級へ １０級 市村 歩  ９級へ  

１４級 配川 晴  １３級へ ６級 山﨑 芳人 ５級へ  入門 松本 祐介 ９級  

１４級 小林 亮太 １３級へ ６級 山本 悠  ５級へ  入門 松本 隼人 ９級 

１４級 宮浦 凛  １３級へ ６級 矢野 凪音 ５級へ  入門 赤塚 航樹 

１５級 渡辺 泰志 １４級へ ６級 御厨 美翔 ５級へ  

１５級 三木慧一郎 １４級へ ７級 梼山 駿  ６級へ   

１５級 磯崎 太地 １４級へ ７級 岡 柊佑  ６級へ   

２９級 福田 和己 １５級へ ７級 姚 天衣  ６級へ   

１６級 森 恒成  １５級へ ７級 山本 悠  ６級へ 

１８級 岡 柊佑  １７級へ ７級 三好 優羽 ６級へ 

１８級 森脇 爽  １７級へ ８級 本城 芽生 ７級へ 

１８級 網江 祐人 １７級へ ８級 古澤 悠真 ７級へ 

２０級 光永 陽音 １９級へ ８級 フレクティフェルドケアニ ７級へ 

２０級 兵頭 壮太 １９級へ  

２４級 岡本 理功 ２３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。   

将 棋 駒 根 付 販 売 中 

駒師 重安作の根付販売中しております。左馬等、金額は大きさにより１０００円～２０００円 



行 事予 定 表（４月末まで） 

２月 ５日（日）★第１６５回手合い割月例会 ９時３０分受付 １０時開始 

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 

１１日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   １２日（日）★第９５回手合い割大会 ９時３０分受付 １０時開始 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

   １３日（月）★新松山将棋センター上棟式 餅捲き５時３０分スタート 

１３日（月）～１７日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

１８日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

１９日（日）☆第４６回全国支部名人戦・対抗戦愛媛県大会  

      ☆第２４回全国シニア名人戦愛媛県大会   

      ９時受付 １０時開始  会場 ひめぎんホール別館 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

   ２０日（月）～２４日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

２５日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   ２６日（日）★第９６回手合い割り大会 ９時３０分受付 １０時開始 

         １５時～日曜手合い割りトーナメント 

２７日（月）～３月 ３日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

３月 ４日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

５日（日）★第１６６回手合い割り月例会 ９時３０分受付 １０時開始 

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 

１１日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   １２日（日）★全国レーティング選手権四国大会 ９時３０分受付 １０時開始 

         １５時～日曜手合い割りトーナメント 

   １３日（月）～１７日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

１８日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   １９日（日）★第９７回手合い割り大会 ９時３０分受付 １０時開始 

         １５時～日曜手合い割りトーナメント 

   ２０日（祝）★第９８回手合い割り大会 ９時３０分受付 １０時開始 

１５時～祝日手合い割トーナメント 

         ★新松山将棋センター完成予定日 

（注２０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り戦になります。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。） 

２６日（日）★第９９回手合い割大会 ９時３０分受付 １０時開始 

１５時～日曜手合い割トーナメント 



   ２７日（月）～３１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

４月 １日（土）★新松山将棋センター移転オープン８時～ 

１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

         ★八代弥五段・中村真梨花女流三段来館 

         ★松山将棋センターオープン記念イベント前夜祭１８時～（後日詳細） 

    ２日（日）★松山将棋センターオープン記念イベント ９時受付 １０時開始 

         （オープンイベントの内容については、現在企画中です。決まっている内容は、

中村真梨花女流三段ＶＳ山根ことみ女流初段の席上対局です。その他決まり

次第詳細を次号に掲載します。 

３日（月）～７日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

８日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

    ９日（日）★松山将棋センターオープン記念将棋大会（予定） 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

１０日（月）～１４日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

１５日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   １６日（日）★第１６７回手合い割り月例会 ９時３０分受付 １０時開始 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

１７日（月）～２１日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

２２日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

         １４時～土曜手合い割りトーナメント 

   ２３日（日）★第１００回手合い割大会 ９時３０分受付 １０時開始 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

２４日（月）～２８日（金）１４時～将棋教室・子ども将棋教室 

２９日（土）１０時～１２時 子ども将棋教室 

１４時～土曜手合い割りトーナメント 

   ３０日（日）☆愛媛アマ将棋祭り アマ棋王戦 会場 愛媛新聞社 

１５時～日曜手合い割りトーナメント 

小熊会 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、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。ご了承 

ください 

松山将棋センターでの 最年長優勝記録達成 

今、将棋界で、加藤一二三九段の最年長対局記録など、話題になっていますが、松山将棋

センターでも、素晴らしい記録が誕生しました。１月２２日の手合い割り月例会で杉野利一

初段格が、５対局を４勝１敗で並び３人の優勝決定制して、優勝しました。杉野さんは２月

に９２才になります。（松山将棋センタールールで、７０才以上の初段は級位者の部門出れる、

手合いは初段のまま）自身の記録を今後どこまで伸ばせるか注目です。 



支部対抗戦のお知らせ 

 ２月１９日（日）に、ひめぎんホール別館で開催される、支部対抗戦の参加者を募集しておりま

す。参加希望の方は、事務局までご連絡ください。 

〇松山坊っちゃん支部 参加予定選手 

浜田久一郎五段Ｓ・菊地智久五段Ｓ・伊藤直毅五段・牟田口群英五段・松坂燿一郎五段・ 

三代瑛介五段格・種植太一五段格・野中匡俊四段格・清水智己四段格・浅井辰郎三段・ 

柳野秀樹三段格・徳川裕太三段格・石川琳太郎三段格・竹森恭平二段・西上武志二段格・ 

宮浦 猛二段格 

３人１チームですので、段位を基準にメンバーの選考を行いますが、同じ段位の場合は、出場者

決定戦を行います。 

〇愛媛みかん支部 参加予定選手 

山田正秀四段・塩田 潔四段・渡部広司三段 

〇児島子ども教室支部 参加予定選手 

小網到谷初段格・小網渓斗初段格・井上拓仁二段格 

〇マドンナ支部 参加予定選手 

大美文乃初段格・坂本しおり初段格・池内有彩２級 

①上記の選手で出場出来ない方は、事務局までご連絡ください。 

②お名前のない方で、参加希望の方は事務局までご連絡ください。 

③現在支部会員でない方も、大会までに、支部登録を行えば参加できますのでご希望の方はご連絡

ください。 

 また、大会当日は、シニア名人戦、支部会員でない方も参加できる個人戦のＢクラスも開催して

おりますので、多くの方の参加者をお待ちしております。 

☆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

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。 

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。 

年会費 一般 １００００円  高校生以下 ５０００円 

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

 

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 

会 員 の 皆 様 へ お 願 い 

今回の更新月の３月は、２０日～３１日までが松山将棋センターの移転に伴う、引

っ越し・イベントで多忙の為に、更新手続きを、早めに行いたいと思いますので、会

費の振り込みなどお早めにお願い致します。 


