
平成２８（２０１６）年度

見出しの○は県内関係、◎は上位大会（全国大会・関東大会）関係である。

○平成２８年度茨城県高等学校文化連盟将棋部会役員

会長 福島 克郎（古河三） 書記 鹿島 卓郎（海 洋）

副会長 石塚 正志（下妻一） 会計 桑原 昭之（江戸取）

事務局 佐藤 康（並木中等） 監査 中村 秀子（日立商）

同 宮嶋 貞夫（水戸一） 同 中郡 久夫（太田一）

同（春季）荒井 豊水（竜崎一） 審判 原 健一（茨 城）

同（竜王）鈴木 康司（茨高専） 同 前川 匡史（水海道一）

同（総文）亀田 拓（鹿 島） H27茨城県アマ名人・全国ベスト 16

同（秋季）鹿島 卓郎（海 洋） ｗｅｂ 矢須 雅進（石岡一）

※事務局は輪番制を導入している。

○平成２８年度茨城県高等学校文化連盟将棋部会加盟校（２７校）

茨高専 日立一 日立商 太田一 水戸一 緑 岡 海 洋 鹿 島

土浦一 石岡一 竜崎一 竹 園 下妻一 水海道一 古河三 並木中等教育

茨 城 水 城 水戸葵陵 清真 鹿島学園 霞ヶ浦 土浦日大

土浦日大中等教育 東洋大牛久 江戸川学園取手 土浦特別支援

○茨城県高等学校文化連盟賞受賞者

上村友大（太田一３年）・三村 廉（日立一３年）・水戸第一高等学校将棋部

○春季大会

平成２８年５月６日（金）～７日（土）に石岡市民会館で行われた。男子団体戦参加申込校は

Ａ級１４校１５チーム、Ｂ級１３校３３チーム、女子団体戦参加申込校は２校２チーム、男子個

人戦Ａ参加申込者は３１名、男子個人戦Ｂ参加申込者は１３０名、女子個人戦参加申込者は９名、

総勢２５校１６０名であった。男子団体戦は水戸第一高校（大東純３年・山口雄大３年・細谷佳

正３年）、女子団体戦は鹿島高校（落合愛美１年・櫻井南月１年・隅谷愛羅１年）、男子個人戦

Ａ級は堀田久里生（鹿島学園２年・優勝）・天野倉優臣（茨城１年・２位）、女子個人戦は佐藤

沙恵（水戸葵陵２年・優勝）・小野陽美（水戸葵陵２年・２位）が上位入賞し、今年度の全国高

等学校総合文化祭将棋部門への出場権を手にした。小野は私事都合で出場辞退し、女子３位が出

場することになった。

○春季大会試合結果

団体戦

団体戦男子Ａ級（県代表決定戦・トーナメント） 団体戦女子（総当たり・県代表決定戦）

優勝 水戸一Ａ 鹿島

２位 江戸川学園取手 水戸葵陵

３位 日立一

３位 土浦一

・団体戦Ｂ級（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合２名出場可、入賞者＝１敗者まで）

①緑岡Ａ ②太田一Ａ ②茨高専Ａ ②古河三Ａ ⑤江戸取 ⑥東洋牛久 ⑦水葵陵Ｂ



・団体戦Ｃ級（男子団体Ａ敗者戦）

※平成２５年度より、生徒に多く対局の機会を与えるという趣旨のもと、スイス式トー

ナメントの形式で順次敗者を繰り入れた手合いをつけ、順位をつけないことになった。

・男子個人戦Ａ級のトーナメント表（春季大会ベスト１６より）

堀田久里生（鹿島学） 天野倉優臣（茨 城）

鎌田 涼雅（江戸取） 川田 青星（竜崎一）

松田樹生也（水戸一） 内藤 歩（土日中）

会沢 直樹（茨 城） 新井 悠仁（並木中等）

酒井 大樹（土浦一） 栗田 海里（茨高専）

伊藤 志成（水戸一） 嶋田 宇宙（水葵陵）

箕輪 悟史（土特支） 三村 廉（日立一）

富澤 公貴（清 真） 上村 友大（太田一）

・女子個人戦（総当たり）

優勝 佐藤 沙恵（水葵陵）、２位 小野 陽美（水葵陵）、３位 小松﨑和奈（水葵陵）

４位 豊嶋 晴香（鹿 島）

・個人戦Ｂ級１組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 菅藤 剛（日立一）、２位 水戸部幸輝（茨高専）、３位 小沼 拓海（太田一）

４位 川島 拓也（古河三）、５位 佐藤 慧士（日立一）、６位 松本 亨（土浦一）

・個人戦Ｂ級２組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 小林 京平（緑 岡）、２位 泉妻 知希（太田一）、３位 大津 一颯（茨高専）

４位 佐藤 諒（土浦一）、５位 鷲尾 俊光（太田一）

・個人戦Ｂ級３組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 川﨑 勇真（茨高専）、２位 田中 智拓（茨 城）、３位 内田 大輔（鹿 島）

４位 山形 匠（太田一）、５位 山口 周（水戸一）、６位 平山 偉琉（鹿 島）

・個人戦Ｂ級４組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 島崎 晴也（水戸一）、２位 染谷 大輔（土日大）、３位 坂場 峻介（水葵陵）

３位 吉田 悠人（太田一）、５位 岩根 圭樹（太田一）、６位 松本 和真（緑 岡）

・個人戦Ｃ級（男子Ａ級敗者戦）

優勝 増渕 大祐（下妻一）、２位 染野 嵩太（霞ヶ浦）

○夏季大会（第２９回全国高等学校将棋竜王戦茨城県代表決定戦）

平成２８年６月７日（火）に水戸一高知道会館で行われた。男子参加申込者は１５０名で、女

子参加申込者は１０名、総勢２３校１６０名であった。級別ではＡ級２６名、Ｂ級９８名、Ｃ級

３６名である。Ａ級は堀田久里生（鹿島学園１年）が制し、全国高校竜王戦への出場権を手にし

た。

○夏季大会（竜王戦）試合結果

・Ａ級のトーナメント表（夏季大会〔竜王戦〕ベスト１６より）

堀田久里生（鹿島学） 上村 友大（太田一）

富澤 公貴（清 真） 箕輪 悟史（土特支）

山﨑 陽志（土浦一） 和田 朋也（太田一）

増渕 大祐（下妻一） 三村 廉（日立一）

三神 直哉（古河三） 細谷 佳正（水戸一）

野口侑一郎（清 真） 野口 拓弥（下妻一）

染野 嵩太（霞ヶ浦） 内藤 歩（土日中）



大東 純（水戸一） 天野倉優臣（茨 城）



・個人戦Ｂ級１組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 磯邉 岳晃（水戸一）、２位 加固 直樹（石岡一）、３位 廣瀨 遥斗（水戸一）

４位 吉田 湧人（土日中）、５位 吉田 悠人（太田一）、６位 鈴木 知良（古河三）

・個人戦Ｂ級２組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 嶋田 宇宙（水葵陵）、２位 大田勝太郎（鹿島学）、３位 松本 和真（緑 岡）

４位 佐藤 慧士（日立一）、５位 大塚 迅（並木中等）、５位 齋藤 健太（竜崎一）

・個人戦Ｂ級３組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 菅藤 剛（日立一）、２位 伊藤 志成（水戸一）、３位 安藤 竜（竜崎一）

４位 山口 周（水戸一）、５位 内田 大輔（鹿 島）、６位 服部 嘉輝（茨 城）

・個人戦Ｃ級１組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 岡村 一輝（水葵陵）、２位 隅谷 愛羅（鹿 島）、３位 久保木駿東（土日中）

・個人戦Ｃ級２組（スイス式トーナメント方式５回戦、男女混合、入賞者＝１敗者まで）

優勝 河原 綾太（石岡一）、２位 青木 悠河（土浦一）、３位 根本 竜大（水葵陵）

４位 小又 颯馬（太田一）

・Ｄ級（Ａ級敗者戦）

優勝 川田 青星（竜崎一）、２位 新井 悠仁（並木中等）

○第１１回茨城県高等学校総合文化祭将棋大会

平成２８年１０月８日（土）に茨城県立県民文化センター分館で行われた。男子参加申込者は

９１名、女子参加申込者は１０名、総勢２１校１０１名であった。昨年度以降は正式名称を茨城

県高等学校総合文化祭将棋大会とした。また、今年度は茨城県高等学校文化連盟創設３０周年に

あたるため、例年とは異なり茨城県高等学校文化連盟からの要請に従い、高校生将棋大会の開催

とは別に大ホールで行われる式典等にも参加することなった。式典には将棋部会事務局長と水戸

葵陵高生徒の協力を得た。

○茨城県高等学校総合文化祭将棋大会試合結果

・Ａ級（スイス式トーナメント方式５回戦、９名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 増渕 大祐（下妻一）、２位 野口 拓弥（下妻一）、３位 富澤 公貴（清 真）

・Ｂ級（スイス式トーナメント方式５回戦、３２名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 和田 朋也（太田一）、２位 鈴木 潤平（石岡一）、３位 平山 偉琉（鹿 島）

４位 城戸 大誠（土日中）、５位 川﨑 勇真（茨高専）、６位 上妻 尚樹（茨高専）

・Ｃ級１組（スイス式トーナメント方式５回戦、４２名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 川島 拓也（古河三）、２位 佐藤 諒（土浦一）、３位 根本 竜大（水葵陵）

４位 中西 諒（土日大）、５位 佐藤 崇士（日立一）、６位 小松崎和奈（水葵陵）

・Ｃ級２組（スイス式トーナメント方式５回戦、４２名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 馬田 雅央（鹿 島）、２位 細野竜三郎（土日大）、３位 豊島 啓（竜崎一）

４位 佐藤 沙恵（水葵陵）

・Ｄ級（スイス式トーナメント方式５回戦、１８名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 佐藤亜月稀（水葵陵）、２位 久保木駿東（土日中）、３位 島田 暁（水葵陵）

○秋季大会

平成２８年１１月１２日（土）に水戸一高知道会館で行われた。男子参加申込者は１１７名、

女子参加申込者は１２名、総勢２６校１２９名であった。男子の級別ではＡ級２２名、Ｂ級９５

名である。男子Ａ級上位４名【堀田久里生（鹿島学園２年）・天野倉優臣（茨城１年）・増渕大



祐（下妻一２年）・箕輪悟史（土浦特別支援２年）】と女子４名【小松崎和奈（水葵陵２年）・隅

谷愛羅（鹿島１年）・落合愛美（鹿島１年）・川又万由（水葵陵１年）】は関東大会への出場権を

得、男子上位２名（堀田と上村）と女子４名は全国新人大会への出場権も同時に獲得した。

○秋季大会試合結果

・男子Ａ級のトーナメント表（秋季大会ベスト１６より）

堀田久里生（鹿島学） 野口侑一郎（清 真）

伊藤 志成（水戸一） 箕輪 悟史（土特支）

和田 朋也（太田一） 大田勝太郎（鹿島学）

内藤 歩（土日中） 広瀬 遙斗（水戸一）

富澤 公貴（清 真） 直井 史貴（竜崎一）

木村 光（竹 園） 水戸部幸輝（茨高専）

山口 周（水戸一） 野口 拓弥（下妻一）

増渕 大祐（下妻一） 天野倉優臣（茨 城）

・女子（スイス式トーナメント方式５回戦、入賞者＝４位まで、３勝者〔５位〕まで記載）

優勝 小松崎和奈（水葵陵）、２位 隅谷 愛羅（鹿 島）、３位 落合愛美（鹿 島）

４位 川又 万由（水葵陵）、５位 大西美保夏（江戸取）

・Ｂ級１組（スイス式トーナメント方式５回戦、２６名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 根本 拓紀（鹿 島）、２位 阪場 竣介（水葵陵）、３位 山田 貴文（江戸取）

４位 鈴木 潤平（石岡一）、４位 濱田 知音（水海一）、６位 山形 匠（太田一）

・Ｂ級２組（スイス式トーナメント方式５回戦、２７名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 淺沼 敬行（江戸取）、２位 川野邊祥護（土日中）、３位 佐藤亜月稀（水葵陵）

４位 沼田 竜成（太田一）、５位 岡村 一輝（水葵陵）、６位 中山 颯大（土浦一）

・Ｂ級３組（スイス式トーナメント方式５回戦、２６名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 鈴木 健正（水 城）、２位 田中 康太（土浦一）、３位 石井 凜太（江戸取）

４位 岡崎 稜大（江戸取）、５位 鈴木 知良（古河三）、６位 馬田 雅央（鹿 島）

・Ｃ級（Ａ級敗者戦）

優勝 和田 朋也（太田一）、２位 野口侑一郎（清 真）



◎第４０回全国高等学校総合文化祭将棋部門（第５２回全国高等学校将棋選手権大会）

平成２８年７月２８日（火）～２９日（水）に広島県福山市の福山ニューキャッスルホテル（大

会１日目）、福寿会館（大会２日目）で行われた。本県代表選手は下記の成績を収めた。

男子団体 水戸第一高校 予選敗退

女子団体 鹿島高校 予選敗退

男子個人 堀田久里生（鹿島学園２年） 全国３位

同 天野倉優臣（茨城１年） 本戦トーナメント進出

女子個人 佐藤 沙恵（水戸葵陵２年） 予選敗退

同 小松﨑和奈（水戸葵陵２年） 予選敗退

◎第２９回全国高等学校将棋竜王戦

平成２８年８月１７日（水）～１８日（木）に福岡県福岡市の電気ビル共創館で行われた。本

県代表の堀田久里生（鹿島学園２年）は５位（ベスト８）という成績を収めた。

◎第２７回関東地区高等学校文化連盟将棋大会

平成２８年１２月２３日（金）に栃木県宇都宮市の栃木県教育会館で行われた。本県代表選手

は下記の成績を収めた。男子都県別対抗戦では３位であった。

男子 堀田久里生（鹿島学園２年） 関東３位

同 天野倉優臣（茨城１年） 敗退

同 増渕 大祐（下妻一２年） 敗退・会長杯（敗者戦）優勝

同 箕輪 悟史（土浦特別支援２年）敗退

女子 小松崎和奈（水戸葵陵２年） 敗退

同 隅谷 愛羅（鹿島１年） 敗退

同 落合 愛美（鹿島１年） 敗退

同 川又 万由（水戸葵陵１年） 敗退

◎第２５回全国高等学校文化連盟将棋新人大会

平成２９年２月３日（金）～５日（日）に独立行政法人国立青少年教育振興機構国立オリンピ

ック記念青少年総合センターで行われた。本県代表選手は下記の成績を収めた。

男子 堀田久里生（鹿島学園２年） 全国３位

同 天野倉優臣（茨城１年） 本戦トーナメント進出

女子 小松崎和奈（水戸葵陵２年） 予選敗退

同 隅谷 愛羅（鹿島１年） 予選敗退

同 落合 愛美（鹿島１年） 予選敗退

同 川又 万由（水戸葵陵１年） 予選敗退

※堀田と天野倉は本戦トーナメント 2 回戦で対局し、千日手差し直しの末、堀田が勝った。


