
平成２９（２０１７）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２９年度茨城県高等学校文化連盟将棋部会役員

会長 深谷 浩一（明 野） 書記 亀田 拓（鹿 島）

副会長 岡安 秀展（古河三） 会計 鈴木 康司（茨高専）

事務局 矢須 雅進（石岡一） 監査 中郡 久夫（太田一）

同 斧田 並枝（緑 岡） 同 宮嶋 貞夫（水戸一）

同（春季）山岸 摩耶（竹 園） 審判 原 健一（茨 城）

同（竜王）鈴木 純子（日立一） 同 前川 匡史（水海道一）

同（総文）木村 幸彦（土浦一） ｗｅｂ 矢須 雅進（石岡一）

同（秋季）亀田 拓（鹿 島）

※事務局は輪番制を導入している。

○平成２９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 大洗

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 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

天野倉優臣（茨城２年）・堀田久里生（鹿島学３年）・水戸葵陵高校将棋部

○春季大会

平成２９年５月１２日（金）～１３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２０校３３チーム、女子団体戦参加申込校は３校３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１２３名、女子個人戦参加申込者は

１６名、総勢２７校１７０名であった。男子団体戦は土浦第一高校（岩堀匠１年・司子晴登１年

・藤枝哲史１年）、女子団体戦は水戸葵陵高校（小松﨑和奈３年・佐藤沙恵３年・川又万由２年）、

男子個人戦Ａ級は天野倉優臣（茨城２年・優勝）・堀田久里生（鹿島学園３年・２位）、女子個

人戦は櫻井南月（鹿島２年・優勝）・大西美保夏（江戸川学園取手３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。

○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 土浦一 水戸葵陵

２位 下妻一 鹿島

３位 鹿島 水城

３位 竹園

・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水戸葵陵Ａ ②水戸葵陵Ｃ ③石岡一 ③土浦一 ⑤江戸取 ⑥茨城

・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（鹿学園） 増渕 大祐（下妻一）

芦川杏太郎（江戸取） 川﨑 勇真（茨高専）

山田 大智（茨高専） 伊藤 志成（水戸一）

木村 光（竹 園） 野口侑一郎（清 真）

尾形 元春（茨 城） 島 貴之（土日中）

野口 拓弥（下妻一） 山口 周（水戸一）

和田 朋也（太田一） 水戸部幸輝（茨高専）

箕輪 悟史（土特支） 天野倉優臣（茨 城）

・女子個人戦のトーナメント表（春季大会ベスト８より）

道口 凛（水葵陵） 落合 愛美（鹿 島）

櫻井 南月（鹿 島） 小林 小織（水葵陵）

小野 陽美（水葵陵） 大西美保夏（江戸取）

新井 麻友（鹿 島） 小野 珠穂（水 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 阿久澤恒思（水戸一）、２位 山本 龍平（水戸一）、２位 岡村 一輝（水葵陵）

４位 松本 和真（緑 岡）、４位 山口 侑大（清 真）、６位 豊島 啓（竜崎一）

・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 内藤 和紀（水戸一）、２位 藤枝 佑喜（茨 城）、２位 鈴木 和良（古河三）

４位 佐藤 匠真（緑 岡）、４位 吉田 悠人（太田一）、６位 砂岡 修斗（竹 園）

・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 吉田 湧人（土日中）、２位 池田 周平（水葵陵）、３位 安藤 竜（竜崎一）

４位 中山 颯太（土浦一）、５位 秋元 響（霞ヶ浦）

・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 富澤 公貴（清 真）、２位 川島 拓也（古河三）、３位 小又 颯馬（太田一）

４位 坂場 淳平（並木中等）、５位 阪場 竣介（水葵陵）、６位 山形 匠（太田一）

・個人戦Ｃ級（男子Ａ級敗者戦）

優勝 平山 偉琉（鹿 島）、２位 直井 史貴（竜崎一）

○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２９年６月６日（火）に水戸一高知道会館で行われた。男子参加申込者は１４５名で、女

子参加申込者は１６名、総勢２５校１６１名であった。級別ではＡ級２８名、Ｂ級７９名、Ｃ級

４８名である。Ａ級は天野倉優臣（茨城２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）

天野倉優臣（茨 城） 箕輪 悟史（土特支）

富澤 公貴（清 真） 和田 朋也（太田一）

松本 和真（緑 岡） 直井 史貴（竜崎一）

木村 光（竹 園） 根本 拓紀（鹿 島）

尾形 元春（茨 城） 増渕 大祐（下妻一）

司子 晴登（土浦一） 水戸部幸輝（茨高専）

鈴木 健正（水 城） 岩堀 匠（土浦一）

野口侑一郎（清 真） 堀田久里生（鹿学園）

・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 岡村 一輝（水葵陵）、２位 藤枝 哲史（土浦一）、３位 佐藤亜月稀（水葵陵）

４位 泉妻 知希（太田一)、５位 小室 龍仙（土日大）、６位 服部 嘉輝（茨 城）

・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 阪場 竣介（水葵陵）、２位 島田 暁（水葵陵）、２位 山口 周（水戸一）

４位 鈴木 和良（古河三）、５位 吉田 悠人（太田一）、６位 山口 侑大（清 真）

・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 石井 和紘（水戸一)、２位 鈴木 潤平（石岡一）、３位 芦田 崚（清 真）

４位 池田 周平（水葵陵）、５位 三好 元太（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 磯貝 和（海 一）、２位 高橋 歩夢（竹 園）、３位 大野 誠広（清 真）

４位 藤枝 颯汰（水葵陵)

・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 倉持 佳典（海 一）、２位 落合 愛美（鹿 島）、３位 小田原沙欄（土日大）

４位 小澤 知也（清 真）、５位 竹澤 隼人（水葵陵）

・Ｄ級（Ａ級敗者戦）

優勝 浜 渉（清 真）、２位 内藤 和紀（水戸一）

○第１２回茨城県高等学校総合文化祭将棋大会

平成２９年１０月２１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１０７名、女子参加申込者は１５名、総勢２１校１２２名であった。今年度も茨城県高等学校

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。式典及び部会紹介（発表）には将棋部会事務局長と石岡一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、２２名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 池田 周平（水葵陵）、２位 島 貴之（土日中）

・Ｂ級（スイス式トーナメント方式５回戦、３８名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 藤枝 哲史（土浦一）、２位 根本 竜大（水葵陵）、３位 恒枝 和馬（茨高専）

４位 秋元 響（霞ヶ浦）、５位 横瀬 藤恒（水戸一）、６位 寺田雄太郎（下妻一）

６位 小池 雄河（土浦一）、８位 服部 嘉輝（茨 城）

・Ｃ級（スイス式トーナメント方式５回戦、２９名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 若林 燎真（海 一）、２位 柳沢 翼（海 一）、３位 渡辺 将太（日立一）

４位 篠 春陽（竜崎一)、５位 川上 和真（日立一）、６位 仁平 琉輝（海 一）



・Ｄ級（スイス式トーナメント方式５回戦、１９名参加、入賞者＝１敗者まで）

優勝 大久保優輝（大 洗）、２位 永野 智大（竹 園）、３位 高橋 賢人（緑 岡）

４位 小林 小織（水葵陵）

○秋季大会

平成２９年１１月１１日（土）に水戸一高知道会館で行われた。男子参加申込者は１１４名、

女子参加申込者は１８名、総勢２４校１３２名であった。男子の級別ではＡ級２４名、Ｂ級９０

名である。男子Ａ級上位４名【天野倉優臣（茨城２年）・堀田久里生（鹿島学園３年）・富澤公

貴（清真２年）・平山偉琉（鹿島２年）】と女子３名【落合愛美（鹿島２年）・川又万由（水戸葵

陵２年）・小林小織（水戸葵陵１年）・小田原沙蘭（土浦日大１年）】は関東大会への出場権を得、

１・２年生の男子上位２名（天野倉と富澤）と女子上位３名（落合・川又・小林）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）

天野倉優臣（茨 城） 野口侑一郎（清 真）

芦川杏太郎（江戸取） 木下 貴雄（茨 城）

内藤 和紀（水戸一） 平山 偉琉（鹿 島）

内藤 歩（土日中） 廣瀨 遥斗（水戸一）

伊熊 海斗（土日中） 尾形 元春（茨 城）

富澤 公貴（清 真） 山田 大智（茨高専）

池田 周平（水葵陵） 岩堀 匠（土浦一）

司子 晴登（土浦一） 堀田久里生（鹿学園）

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

優勝 落合 愛美（鹿 島）、２位 川又 万由（水葵陵）、３位 小林 小織（水葵陵）

４位 小田原沙蘭（土日大）

・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 小岸 廉（江戸取）、２位 篠田 明優（緑 岡）、３位 小又 颯馬（太田一）

３位 磯貝 和（海 一）、５位 齊藤 歩実（茨 城）、６位 坂場 淳平（並木中等）

・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 中野 響（太田一）、２位 三好 元太（茨 城)、３位 若林 燎真（海 一）

４位 根本 拓紀（鹿 島）、５位 細野竜三郎（土日大）、６位 寺田雄太郎（下妻一）

・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 島田 暁（水葵陵）、２位 川島 拓也（古河三）、３位 小松 慶人（江戸取）

４位 中山 亮（下妻一）、５位 小林 千紘（茨 城）、６位 小室 龍仙（土日大）

・Ｃ級（Ａ級敗者戦）

優勝 星野 聖弥（江戸取）、２位 藤枝 哲史（土浦一）



◎第４１回全国高等学校総合文化祭将棋部門（第５３回全国高等学校将棋選手権大会）

平成２９年８月３日（木）～４日（金）に宮城県白石市の白石市文化体育活動センター（ホワ

イトキューブ）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 土浦第一高校 予選敗退

女子団体 水戸葵陵高校 全国５位

男子個人 天野倉優臣（茨城２年） 全国３位

同 堀田久里生（鹿島学園３年） 全国５位

女子個人 櫻井 南月（鹿島２年） 予選敗退

同 大西 美保夏（江戸取３年） 予選敗退

◎第３０回全国高等学校将棋竜王戦

平成２９年８月１６日（水）～１７日（木）に福岡県福岡市の電気ビル共創館で行われた。本

県代表の天野倉優臣（茨城２年）はベスト１６という成績を収めた。

◎第２８回関東地区高等学校文化連盟将棋大会

平成２９年１２月２３日（土）に神奈川県横浜市の神奈川県立かながわ労働プラザで行われた。

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２位であった。

男子 天野倉優臣（茨城２年） 関東４位

同 堀田久里生（鹿島学園３年） 関東３位

同 富澤 公貴（清真学園２年） 敗退

同 平山 偉琉（鹿島２年） 敗退

女子 落合 愛美（鹿島２年） 敗退

同 川又 万由（水戸葵陵２年） 敗退

同 小林 小織（水戸葵陵１年） 敗退

同 小田原沙蘭（土浦日大１年） 敗退

◎第２６回全国高等学校文化連盟将棋新人大会

平成３０年１月２５日（木）～２７日（土）にグランドホテル浜松で行われた。本県代表選手

は下記の成績を収めた。

男子 天野倉優臣（茨城２年）

同 富澤 公貴（清真学園２年）

女子 落合 愛美（鹿島２年）

同 川又 万由（水戸葵陵２年）

同 落合 愛美（鹿島１年）

同 小林 小織（水戸葵陵１年）


