
平成25年度

第24回　関東地区高等学校文化連盟

将棋大会

平成25年12月22日（日）

茨城県立県民文化センター（茨城県水戸市）

上の写真は、茨城県地区予選の男子決勝戦の様子です

主催　関東高等学校文化連盟・茨城県高等学校文化連盟将棋専門部

後援　茨城県教育委員会



1．タイムテーブル

受　付　（2階　集会室10号）

開会式　（2階　集会室10号）

本戦トーナメント　（2階　集会室10号）

1回戦

2回戦

昼食　（1階　集会室9号）

3回戦

準決勝戦

決勝戦・3位決定戦

（1階　集会室8号）

9：00　～　9：20

9：20　～　9：40

9：40　～10：40　（持ち時間15分，秒読み30秒）

10：45　～11：45　（持ち時間15分，秒読み30秒）

11：45　～　12：25

12：25　～13：25　（持ち時間15分，秒読み30秒）

13：30　～14：30　（持ち時間15分，秒読み30秒）

14：35　～15：35　（持ち時間15分，秒読み30秒）

会長杯（敗者トーナメント）（2階　集会室10号）

男子1回戦

昼食　（1階　集会室9号）

女子1回戦

2回戦

3回戦

4回戦（決勝戦）

（1階　集会室8号）

指導対局　（1階　集会室8号）

5位表彰　（1階　集会室8号）

大盤解説会（2階　集会室10号）

閉会式　（2階　集会室10号）

会場

10：45　～11：25　（持ち時間20分，切れ負け）

11：45／）　12：25

12：25　～13：05　（持ち時間20分，切れ負け）

13：10　～13：50　（持ち時間20分，切れ負け）

13：55　～14：35　（持ち時間20分，切れ負け）

14：40　～15：20　（持ち時間20分，切れ負け）

12：30　～　14：20

13：45　～

14：35　～

16：00　～　16：30

ロ本部　　　　　　　　　　　　2階　集会室10号

□棋士・来賓控え室　　　　　　1階　和室2号

□選手および引率者の控え室　　1階　集会室9号

□昼食会場　　　　　　　　　1階　集会室9号

その他

□昼食に関しましては，会場周辺に飲食屁　コンビニ等がございますので，そちらを

ご利用ください。

□2階　集会室10号・1階　集会室8号の対局場は，飲み物は可としていますが，昼食場所としては，

1階　集会室9号をご利用ください。

ロゴミは各自が必ず持ち帰るよう，ご協力お願いいたします。



第24回関東地区高等学校文化連盟将棋大会実施要項

1　主　　催

2　後　　援

3　日　　時

4　会　　場

5　参加資格

6　大会時程

関東高等学校文化連盟，茨城県高等学校文化連盟将棋専門部

茨城県教育委員会

平成25年12月22日（日）　9：00～16：30

茨城県立県民文化センター分館

茨城県水戸市千波町東久保697番地　　Tbl O29－241－1166

関東地区各都県高等学校文化連盟将棋専門部より推薦された

各都県代表選手男女各4名

受　　付

開会式
1回戦

2　回戦

昼　食

3　回戦

準決勝戦

決勝戦・3位決定戦

5位表彰

閉会式

9：00～9：20

9：20～9：40

9：40～10：40（持ち時間15分，秒読み30秒）

10：45～11：45（持ち時間15分，秒読み30秒）

11：45′、12：25

12：25～13：25（持ち時間15分，秒読み30秒）

13：30～14：30（持ち時間15分，秒読み30秒）

14：35～15：35（持ち時間15分，秒読み30秒）

13：45～

16：00～16：30

＊12：30より14：20まで、日本将棋連盟棋士　先崎　学八段による指導対局を予定しています。

7　表　彰　　（1）賞　　状　　　男女個人戦1～5位（ベスト8）

男女個人敗者戦1位（会長賞）

都県別対抗戦優勝都県

男女個人戦1～4位

男女個人敗者戦1位（会長賞）

都県別対抗戦優勝都県（男子4名）

参加者全員

8　持ち時間について

全局　持ち時間15分，秒読み30秒とする。

敗者戦　全局，持ち時間20分の切れ負けとする。
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第24回開東地区高等学校文化連盟将棋大会

大　会　役　員

会　　長

副会長

委員長（大会事務局）

副委員長

審判長

副審判長

会　　計

賞　　状

運　　営　　男子

指導者

生田目正直　茨城県立高萩清松高等学校長

鈴木　康司　茨城工業高等専門学校　教授

藤崎　正輝　茨城県立大洗高等学校　教諭

矢須　雅進　茨城県立石岡第一高等学校　教諭

美馬　和夫　茨城県支部連合会

前川　匡史　茨城県立鹿島高等学校　教諭

菊池　智子　茨城県立大洗高等学校　教諭

吉田　真弘　茨城県立竜ヶ崎第一高等学校　教諭

幕内　研司　茨城県立土浦第一高等学校　教諭

大山　雅道　茨城県立水戸第一高等学校　教諭

小賀　柳一　私立水城高等学校　教諭

男子会長賞　坂入　勝雄　茨城県立竹園高等学校　教諭

佐藤　　康　茨城県立並木中等教育高等学校　教諭

亀田　　拓　茨城県立鹿島高等学校　教諭

女子　　　　前川　匡史　茨城県立鹿島高等学校　教諭

関根理恵子　茨城県立目立工業高等学校　教諭

鈴木　純子　茨城県立目立第一高等学校　教諭

女子会長賞　今井　健二　私立水戸葵陵高等学校　教諭

中村　秀子　茨城県立目立商業高等学校　教諭

菊池　智子　茨城県立大洗高等学校　教諭

先崎　学八段　日本将棋連盟棋士
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閉ま地区高等学校文化連盟将棋専門部対局規定（平成25年度茨城大会）

1【手合い】

全対局平手戦にて行う。

2【先手・後手の決定】

振り駒とする。

3【対局時計】

対局には対局時計を用い，その位置は後手が決めることが出来る。時計は指した方の手で押さなければ

ならない。指さない方の手で押した場合，審判長の判断で失格になる場合がある。

4【持ち時間】＜主催都県の実施要項に則する。＞

別紙のとおり，1回戦から決勝まで，すべての対局は，持ち時間15分，切れたら30秒の秒読み。

60分を経過した場合は，20秒の秒読み，更に，70分が経過した場合は，審判長が判定することもあ

り得る。＜9【審判轟による剛を邁用する。＞　なお，敗者戦については，大会運営の関係上

持ち時間20分の切れ負けで行う。

5【競技方法】＜主催都県と県の実施要項に則する。＞

トーナメント戦で実施。参加者16名以下の場合のみ，スイス式トーナメントで行う。また敗者戦は，

1回戦の敗者のみ参加できる。

6【反則】

対戦相手に以下の行為があった場合，反則勝ちとなる。該当者は時計を止め，速やかに審判長に申し出

ること。

（1）対局開始後，遅刻者の持ち時間が切れる。

（2）対局中，助言や批評を受ける。

（3）禁じ手（二歩，打ち歩詰め，行き所のない駒，成れない駒の成り，王手放置等）

（4）二手連続の着手

（5）待った（駒から手を離したら，着手は変更出来ない）

ロ反則の指摘は対局者のみが行うことが出来る（観戦者はしてはいけない）。

□反則の指摘は，指した直後でなくても，盤面に残っている場合（二歩，行き所のない駒等）は行うこ

とが出来る。指摘した後直ちに審判長に申し出ること。

□投了後の反則の指摘は認めない（投了の優先）。

但し，公式棋譜採譜が行われたときは，次の対局が始まるまでに限り申告を認める。ここで公式棋譜

とは，大会実行委員が採譜したものを言う。

7【千日手】

同一局面が4回発生した場合，千日手となる。時計を止めて，速やかに審判長に申し出ること。同一対

局で1回目の場合と2回目の場合で対応を以下のように変える。

□1回目・…‥残り時間はそのままで，先後を交代して即座に指し直す。

ロ2回目・…‥抽選により，勝者を決める。抽選方法は審判長に一任する。

8【持将棋】

（1）秒読みつきの場合

－4－



双方入玉模様となった場合，審判長の判断で持将棋が成立する。判定は27点法（大駒5点，小駒1点）

で，ポイントの多い方を勝ちとする。但し，同点の場合は後手の勝ちとする。

（2）切れ負けの場合

入玉の宣言法

匡垂頭宣言しようとする側の手番では指さずに，「宣言します」と言い，時計を止めて対局を停止

させ（秒読み中は，時間切れ前に宣言し対局を停止する），その時の局面が，次の条件を満た

していれば宣言した側が勝ちとなる。

【条件1］　宣言側の玉が，敵陣三段目以内に入っている。

［条件2］宣言側が（大駒5点，小駒1点の計算で）
□先手の場合28点以上の持ち点がある。

□後手の場合27点以上の持ち点がある。

ただし，点数の対象となるのは玉を除く宣言側の持ち駒と敵陣三段目以内に存在する宣言側

の駒のみである。

［条件3］宣言側の敵陣三段目以内の駒は，玉を除いて10以上存在する。

［条件4】宣言側の玉に王手がかかっていない。詰めろや必死であるということは関係ない。

［条件5】宣言側の持ち時間が残っている。（切れ負けの場合）

以上一つでも条件がそろっていなかった場合，宣言した方が負けとなる。もちろん宣言する前にどちら

か片方が投了することは可能である。

9【審判長による勝負の判定】

双方入玉模様となっていなくても，対局時間が著しく経過した場合，審判長は勝負の判定をすることがで

きる。

10【マナー】

以下の行為は慎むこと。

（1）対戦相手の迷惑となるような行為（対局中の写真撮影は対局開始5分以内で行う）

短）対局場内での飲食　＊奉養肋も膿み場のみ可とする。

（3）対局場内で騒がしくすること

（初　対戦相手の迷惑となるような行為

（至近で観戦を続けること，対局者に聞こえるような声で話すこと等）

11【その他】

問題が生じた場合は，時計を止めて対局を中断し，速やかに審判長に申し出て，判定を一任すること。審

判長はトラブルが生じた場合の裁定の全権限を持つ。審判長の他に審判及び記録係等を置く場合は，その任

務と権限を予め明示しておくこと。

－5－
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第24回　関東地区高等学校文化連盟将棋大会

男子　組合せ
平成25年12月22日（日）

会場　茨城県立県民文化センター

1 ��Ynﾈ��ﾔ�ﾂ�武蔵1年 �8ﾈｹ��犬�Al A2 Bl A3 Cl B2 Dl A4 El C2 Fl B3 Gl D2 Hl A5 Jl E2 Kl C3 Ll F2 Ml B4 Nl G2 Pl D3 Ql H2 Rl 

2 們)68��u8ﾞﾂ�八千代松陰2年 ��ywCH犬�

3 �+y$ｩ�ﾈ��5ITb�湘南学園3年 ���=��ﾃ8犬�

4 僮)����ﾘ(ﾕ��県立伊勢崎工業3年 佛�F�(犬�

5 伜(ﾞ�����ﾔｲ�翔洋学園1年 ����(犬�

6 ��I�X��ﾉ(���県立韮崎2年 伜)yﾃ8犬�

7 �8y68��u9[ﾒ�県立足利特別支援3年 �<盈ォ犬�

8 ��霆H����県立浦和2年 俥仂｣�犬�

9 儖8����x2�浅野2年 ���=��ﾃ�犬�

10 �:�ｪｨ��'�ﾗ2�江戸川学園取手1年 ���滴犬�

11 儁�68���Inr�県立草加西3年 俥仂｣8犬�

12 兀�68��{8���東京学館浦安2年 ��ywC(犬�

13 �(h�(��'�ｮﾂ�同学院大学栃木1年 �<盈�(犬�

14 �?ｨﾘ(��ﾅｹ;��麻布1年 �8ﾈｹ�8犬�

15 冦�>���ｫ�2�県立沼田2年 佛�F紿犬�

16 �ﾙ�ｨ��tH自��県立都留2年 伜)yﾃ�犬�

17 �ﾉ�ｨ�����県立幕張総合2年 ��ywC�犬�

18 亊hﾏｸ�����2�慶應義塾2年 ���=��ﾃH犬�

19 �-(����'��県立竜ヶ崎第－1年 ����8犬�

20 �69(h��u僥��武蔵1年 �8ﾈｹ�(犬�

21 冉ｹ�����県立浦和2年 俥仂｣(犬�

22 �H圷��4�b�県立前橋1年 佛�F�8犬�

23 儷X��ﾔy^2�山梨学院大附属1年 伜)yﾃH犬�

24 �(iz(��{ｨ��県立宇都宮北1年 �<盈��犬�

25 偃ｹnﾈ��$(ﾜb�県立渋川1年 佛�F��犬�

26 冏ｹ�ﾘ��ﾘB�聖望学園3年 俥仂｣H犬�

27 佩9:���ﾏxｯ2�松戸市立松戸1年 ��ywC8犬�

28 侏H����+假r�県立笛吹3年 伜)yﾃ(犬�

29 �')68���X自���法政大学第二2年 ���=��ﾃ(犬�

30 ��I68��|�uB�県立佐野2年 �<盈�8犬�

37 ��曳ｸ��+ﾉnr�開成2年 �8ﾈｹ紿犬�

32 �(i$ｨ���nr�県立牛久栄進2年 �����犬�
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本戦トーナメント

1回戦　　　　9：40～10：40

2回戦　　　10：45～11：45

昼食　　　　11：45～12：25

3回戦　　　12：25～13：25

準決勝戦　　13：30～14：30

決勝戦＆
3位決定戦

14：35～15：35

会長杯（敗者トーナメント）

1回戦　　　10：45～11：25

昼食　　　　11：45～12：25

2回戦　　　13二10～13：50

3回戦　　　13：55～14：35

4回戦（決勝戦：14：40～15：20

（2階　集会室10号）

（持ち時間15分、秒読み30秒）
（持ち時間15分、秒読み30秒）
（1階　会議室）
（持ち時間15分、秒読み30秒）
（持ち時間15分、秒読み30秒）

（持ち時間15分、秒読み30秒）（1階集会室8号）

（2階　集会室10号）

（持ち時間20分　切れ負け）
（1階　会議室）
（持ち時間20分　切れ負け）
（持ち時間20分　切れ負け）
（持ち時間20分　切れ負け）
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第24回　関東地区高等学校文化連盟将棋大会

女子　会長杯　組合せ

本戦トーナメント

1回戦　　　　9：40～10：40

2回戦　　　10：45～11：45

昼食　　　　11：45～12：25

3回戦　　　12：25～13：25

準決勝戦　　13：30～14：30
決勝戦＆
3位決定戦

14：35～15：35

会長杯（敗者トーナメント）

昼食　　　　11：45～12：25

1回戦　　　12：25～13：05

2回戦　　　13：10～13：50

3回戦　　　13：55～14：35

4回戦（決勝戦：14：40～15：20

（2階　集会室10号）

（持ち時間15分、秒読み30秒）
（持ち時間15分、秒読み30秒）
（1階　会議室）
（持ち時間15分、秒読み30秒）
（持ち時間15分、秒読み30秒）

（持ち時間15分、秒読み30秒）（1階　集会室8号）

（2階　集会室10号）

（1階　会議室）
（持ち時間20分　切れ負け）
（持ち時間20分　切れ負け）
（持ち時間20分　切れ負け）
（持ち時間15分、秒読み30秒）（1階　集会室8号）
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第24回　関東地区高等学校文化連盟将棋大会
出場選手一覧

都県名 傀x犬�男　　　　　　子 剌浴@　　　　　子 

茨城 ��犬�中谷　祥也 侈yzxｸﾘｷh哩��)D��岩堀　任菜 侈yzy7���h璽�D��

2位 伜(ﾞ�����ﾔｲ�翔洋学園1年 ��ｹzx��Oﾈﾟr�水戸葵陵2年 

3位 �-(������'��県立竜ヶ崎第一1年 ��ﾘ����ﾉｹ�ﾒ�水戸葵陵2年 

4位 �:�ｪｨ��'�ﾗ2�江戸川学園取手1年 乂ﾙnﾈ��z(��県立鹿島1年 

栃木 ��犬�中里　亮周 侈yzx琶78ｷｹfｳ�D�� ��

2位 �(h�(��'�ｮﾂ�囲畢院大挙栃木1年 �� 

3位 弍ﾉ68��|�uB�県立佐野2年 �� 

4位 �8y68��u9[ﾒ�県立足利特別支援3年 �� 

群馬 ��犬�狩野　達哉 侈yzx���ﾃ�D��遠坂　智代 俶ﾈ68攪ｧx��(i9�)D��

2位 僮)����ﾘ(ﾕ��県立伊勢崎工業3年 俘(ｻH��}ｩ=��県立富岡東2年 

3位 �H圷��4�b�県立前橋1年 僮(ｾ(��z)K��県立伊勢崎2年 

4位 冦�>����Hｯ2�県立沼田2年 ��ｨ�8��g(���県立富岡東2年 

埼玉 ��犬�石橋　　舜 侈yzx蕗��)D��梅田　幸夏 侈yzx�9Oi��,ﾉ�C)D��

2位 冉ｹ�������県立浦和2年 儻��ﾈ��h9tﾂ�県立大宮2年 

3位 儁�68���Inr�県立草加西3年 ��Ynﾈ���饅��県立浦和第一女子2年 

4位 冏ｹ�ﾘ����ﾘB�聖望学園3年 ��ﾙ���ｵh���県立上尾鷹の台1年 

千葉 ��犬�奥村　　匠 侈yzyhｹ*9�ﾘﾘs)D��加藤寿美香 侈yzy�ywC�D��

2位 兀�68��{8���東京学館浦安2年 伜)68�)=靱ﾒ�県立薬園台2年 

3位 佩9:���ﾏxｯ2�松戸市立松戸1年 �7从�ｨⅸ���渋谷教育学園幕張2年 

4位 們)68��u8ﾞﾂ�八千代松陰2年 �'ﾉ>�iﾉwH靨�県立幕張総合2年 

東京 ��犬�大野　弘喜 兀����D��頼本　奈菜 們��逢x��)D��

2位 �69(h��u僥��武蔵1年 刎�68��*�*ｲ�国華院1年 

3位 �?ｨﾘ(��ﾅｹ;��麻布1年 傅ﾉ69�駅Hﾈ��実践学園2年 

4位 ��曳ｸ��+ﾉnr�開成2年 亳ynﾈ��逸ﾘ��都立小山台2年 

神奈川 ��犬�樋園　　巽 ��9nﾃ)D��小澤あざ美 ��Vﾉ�隗xｭ�)D��

2位 �')69�X自���法政大学第二2年 ��69Oﾉ�����県立横須賀（定）3年 

3位 �+y$ｩ�ﾉ5ITb�湘南学園3年 倅������ﾝ��東海大学付属相模2年 

4位 亊hﾏｸ�����2�慶應義塾2年 做亥(��Oﾈ揩�横浜創英1年 

山梨 ��犬�河村優一郎 侈yzy79z�)D��小島ほのか 侈yzxｶy63)D��
2位 侏H�����(��県立笛吹3年 倚冏ｸ��惠截�北杜市立甲陵1年 

3位 ��I�X��ﾉ(���県立韮崎2年 僮(皐���､2�県立吉田2年 

4位 儷X����ﾔy^2�山梨学院大附属1年 俘(ｻI=��育��県立吉田2年 
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開東地区高等学校文化連盟将棋大会

栄光の記録

回 僖�7��順位 侘(�����ﾈ���ﾒ�都県別対抗戦 ���ｨ�X､ｨﾜ9?｢�

1 兌ﾙ�ﾂ�1 �:���皐��_H��k��俥���ｼｨ�Xﾊx��zx�����ｷｸ�｢�実施せず 俥仂｢�ﾊyzx蕗��ﾘ"��(��#R�
2 仞�������﨓��ｴﾘ����=��ﾈ�Xﾆ8������ｶ�����｢�

2 �2�太　田　寛　之（埼　玉・埼　玉　第　一） 

4 倚x��68������櫁��������Xﾊyzy�Xﾌｹ�h耳�｢�

2 兌ﾙ�ﾂ�1 儖h���(����:x����=��ﾈ�Xﾊx��zx��I���wｨ�｢�神奈川・茨城 俥仂｢�ﾊyzx蕗��ﾘ"�
2 俚):�uH耳����=��ﾈ�Xﾊyzy�i68�｢��������������������ｸ�H���（同点1位） 

3 �2�菊　地　貴　光（茨　城・県止太田第一） 俥���ｼ｢�12／25 

4 ��ﾈ��ﾘx�����ﾘ�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx��葺�����｢�栃　木 

3 兌ﾙ�ﾂ�1 亳X��&���ﾔh��Eh��觝�ﾉ=��ﾈ�Xﾊyzx､9�kﾈ�｢�茨　城 �����ﾊyzy�陏ｩ�h耳ﾘ"�
2 俚(��:����H��oX��������X����9h��葺�｢�神奈川 

4 �2�岡　安　玲　士（神奈川・県　立　川　和） �<���m��12／25 

4 亶ｸ���ﾈ���X��^8�俥���ｼｨ�Xﾊyzx�?ｩYH�｢�埼　玉 

4 兌ﾙ�ﾂ�1 ������ﾈ��uH��櫁���x��wH�XﾊyzyI�(h匣�｢�神奈川 �<���m��
2 �����68����t�����=��ﾈ�Xﾊyzx�89iOh�｢�千　葉 �<盈位xｻ8支檍ｭ��

5 �2�岡　安　玲　士（神奈川・県　立　川　和） 俥���ｼ｢�12／25 

4 ��H������vﾘ��櫁�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx�������ﾈ�｢�栃　木 

5 兌ﾙ�ﾂ�1 冢ﾈ��(h�����ﾈ��<���m��Xﾊx��zy<盈��｢�栃　木 ���=��ﾂ�
2 偃���}���ﾉ(��?���8ﾈ��ｹ��Yh8��������Wｨ�｢�埼　玉 ����"���Vﾈ�9zxﾖ�ﾘ"�

6 �2�澤　村　一　博（埼　玉・県　立川　越） �8ﾈ��ﾅ｢�12／25 

4 僵ﾈ��ｭ���'���ｴ���<���m��Xﾊx��zy<盈��｢�神奈川 

6 兌ﾙ�ﾂ�1 凭���m���ｴﾘ��ﾔｸ����=��ﾈ�Y?ｨ��gｸ���Xｧx�｢�神奈川 ��x��wB�
2 ������ﾈ��uH��櫁���x��wH�XﾊyzyI�(h匣�｢�東　京 ��HｻH�2�

7 �2�軽　部　音闘β（東　京・武　　　蔵） ��x��wB�勤労市民センター 

4 俘(��ｻH��+ﾈ���ﾈ��<���m��Xﾊyzx琶78ｷｸ�｢�栃　木 ��(��#2�

7 兌ﾙ�ﾂ�1 舒(��gｸ����ﾉ(��觝�ﾉ=��ﾈ�Xﾆ9ﾎHｶ���｢�埼　玉 �8ﾈ��ｹ��
2 侘969{I�h�俥仂ｨ�Xﾆ9�亳��躡m��｢�����������������耳�h���"�茨　城 ��ﾂ�79zxﾌｸ�(ﾘ"�

8 �2�竹　澤　総　司（埼　玉・県止所沢西） �12／22 

4 凭���m����H��ﾏX��8ﾈ��ｹ��Yh8������Wｨ�｢�

8 兌ﾙ�ﾂ���1 伜(��ﾞ���wｨ��櫁�俥���ｼｨ�Xﾊyzx蕗���ﾈ�｢�東　京 俥仂｢�蕗���9j�����(��#��

2 ����:���ｹﾘ��讓��8ﾈ��ｹ��Yk韭��XｧyWI�駝韭��｢�神奈川 

3 倡8���ﾈ��W���Eh��8ﾈ��ｹ��Yh8������Wｨ�｢�埼　玉 

4 倡8���ﾈ��ﾘH��齎����=��ﾈ�Yd��ﾙ�Xｧy�i?��｢�千　葉 

1 冉ｸ��Oh��-ﾈ,x*���8ﾈ��ｹ��Y��������ﾏX�｢� 

2 �ｨ��68��ﾏX���8�佛���F��X�9zxﾘ(ﾞ鞍���XｧyXﾙ���｢�

3 仆H��gｸ��Oﾉ_H���佛���F��Xﾊx��zx��(h��匣�｢�

4 傅ﾈ��ﾋH��懐u)Oﾈ�俥���ｼｨ�Xﾊyzx蓼ｻﾙfｸ�｢�

9 10 兌ﾙ�ﾂ����1 ����:���ｹﾘ��讓��8ﾈ��ｹ��Yk韭��XｧyWI�駝韭��｢�東　京 ������Xﾌｸ�9j�����(��#��

2 傅ﾈ��}���ﾔﾈ���ﾈ����=��ﾈ�Xｼｸ��省��ｧx�����｢�神奈川 

3 估���8x���(��櫁��<���m��Xﾞﾉ�hｧx���｢�栃　木 

4 �6���]8����|�����=��ﾈ�Xﾊyzy�ﾙh��｢�茨　城 

1 俚(��:���Oﾈ��]ｸ��8ﾈ��ｹ��Y79zy�(���(�｢� 

2 ��H���X��k�?ｨﾘ��佛���F��X�9zxﾘ(ﾞ鞍���XｧyXﾙ���｢�

3 ��ﾘ��YH��Oﾈﾛ(ﾆ(���x��wH�Xﾊyzy�ywH�｢�

4 仆H��gｸ��Oﾉ_H���佛���F��Xﾊx��zx��(h��匣�｢�

平成 ���高　梨　考　司（埼　玉・県　立浦和） 俥���ｼ｢�群　馬 

2 估���8x���(��櫁��<���m��Xﾞﾉ�hｧx���｢�栃　木 

3 �=���|x���(��耳����=��ﾈ�Xﾏi[hﾙ�ﾝｸｧx���｢�神奈川 

4 �?ﾈ������u����X�伜(��yﾈ�Xﾊyzxﾖ)Wｸ諸���｢�東泉・千葉 �6貭�ﾘ(ﾞ育9(h匣ﾏij���

11 ���原　田　花　暢（神奈川・県　立厚木） �12／19 

2 刋���m���yﾈ��ﾕﾘ����=��ﾈ�Xﾊyzx嫌�依H�｢�

3 們X��gｸ��*�.H-ﾘ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 俘(���ｨ��~ﾘ�����佛���F��X�9zy��H�｢�
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回 僖�7��順位 侘(���ﾈ���ﾒ�都県別対抗戦 ���ｨ�X､ｨﾜ9?｢�

11 兌ﾙ�ﾂ��"�1 伜(��>���耳��F���8ﾈ��ｹ��Yh8��������Wｨ�｢�東　京 �<盈��<盈位xｻ8支檍ｭ���(���r�

2 侘8��68��ｼX���ﾈ����=��ﾈ�Xﾆ8������ｶ�����｢�神奈川 

3 �=���|x���(��耳����=��ﾈ�Xﾏi[hﾙ�ﾝｸｧx���｢�埼　玉 

4 傅ﾈ��}���&ﾘ��+ﾈ��8ﾈ��ｹ��Yh8��������Wｨ�｢�群　馬 

1 凭���m���Iﾈ��z(��觝�ﾉ=��ﾈ�Xｼｸ��ﾏX��ｧx�����｢� 

2 ��(��YX��+ﾈ������������Xﾊyzy7���h耳�｢�

3 �����ﾞ�������t(���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 �9(���(��+ﾈ������<���m��Xﾊx��zx��������｢�

12 兌ﾙ�ﾂ��2�1 �����gｸ���x��櫁����=��ﾈ�Xﾆ9�亳���9>ﾉ:��(�｢�神奈川 ���=��ﾂ�

2 俘(��m������x����=��ﾈ�Xﾆ8������ｶ�����｢�群　馬 

3 冢ﾈ��68��K����ﾘ���x��wH�YJｩ�y�8鉙���｢�千　葉 

4 亶ｸ��ﾋH��vﾘ��櫁�佛���F��Y8ﾈｹ颱�i�Xｧy�i?��｢�山　梨 �9(憙ﾋI*ﾉj���7ｨ6X8ｸ�Y��,ﾈ��b�

1 傅ﾈ��}�������yﾘ�俥���ｼｨ�Xﾄi$ｨ�9zx����｢� 

2 凭���m���Oﾈ��z(����=��ﾈ�Xｼｸ��ﾏX��ｧx�����｢���(��#8��#B�

3 倅����h���ﾘﾆ(���伜(��yﾈ�Xﾊx��zx���(��yﾈ�｢�

4 ����wH�����8������=��ﾈ�Xﾊx��zx��I���wｨ�｢�

13 兌ﾙ�ﾂ��B�1 �����gｸ���x��櫁����=��ﾈ�Xﾆ9ﾎHｶ���9>ﾉ:��(�｢�神奈川 伜)yﾂ�ﾊyzxﾖ)Wｹ�h耳ﾘ"��4ｳ�R�

2 倬ｸ��踪��������俥���ｼｨ�Xﾊx��zy�ﾈ��葎�｢�埼　玉 

3 �H���8��ﾆH��耳�伜(��yﾈ�Xﾊyzxﾖ)Wｹ>ﾈ�｢�群　馬 

4 俘(��m������x����=��ﾈ�Xﾆ9����ｶ�����｢�山　梨 

1 倅���ｯh���ﾘﾆ(���伜(��yﾈ�Xﾊx��zx���(��yﾈ�｢� 

2 俔ﾙz)�ﾈ��.H��*ｸ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

3 �ﾘﾋIm���'������俥���ｼｨ�Xﾊyzx秤�i�h耳�｢�

＿4 仆H��gｸ��uH�����俥���ｼｨ�Xﾊx��zx���X��ｷｸ�｢�

14 兌ﾙ�ﾂ��R�1 �����gｸ���x��櫁����=��ﾈ�Xﾆ9�亳���9>ﾉ:��(�｢�神奈川 ��x��wB�

2 刎�鯖68��u8��譏�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx������ﾌｸ�｢�埼　玉 

3 ������(��4���nx����=��ﾈ�Xｩ�����ｧx�����｢�東　京 

4 �>���:����驂ﾙ|x��8ﾈ��ｹ��Yh8��������Wｨ�｢�千　葉 �+8.ﾘ.(*��ywB�ﾊyj�7h8�5R�

1 ��(������ｴﾘ������������Xﾕﾘﾌｹ�ﾈｧx��竧訷�｢� 

2 仆H��gｸ��uH�����俥���ｼｨ�Xﾊx��zx���X��ｷｸ�｢���(��#��

3 凩�����ﾆ)z(ﾘ��佛���F��Xﾅ�F靫鮎hﾘ)�ｨ�｢�

4 兀���圷��躪��]ｸ�俥���ｼｨ�Xﾊyzx蕗���h耳����｢�

15 兌ﾙ�ﾂ��b�1 亅���=���ﾉｸ��u8��8ﾈ��ｹ��XﾕX��ｼｨ�����｢�神奈川 �8ﾈｹ��79zy?ｩNI$ｨﾘ(ﾕ｢�

2 丿���>���+ﾈ��ﾜh����=��ﾈ�Xｼｸ��省ｧx�����｢�東　京 

3 亊ｸ���(��ﾊｨ�������=��ﾈ�Xﾊx��zx胸�8�｢�千　葉 

4 侘8��夊���8��櫁�伜(��yﾈ�Xﾊyzxﾖ)Wｹ8ﾈ�｢�山　梨 

1 ��(������ｴﾘ������������Xﾕﾘﾌｹ�ﾈｧx��竧訷�｢� 

2 亳x��nﾈ��k�?ｩOﾈ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢���Z｣���

3 俘(��ﾞ�������������=��ﾈ�Xﾆ9ﾎHｶ���9>ﾉ:��(�｢�

4 凩�����ﾆ)z(ﾘ��佛���F��Xﾅ�F靫鮎hﾘ)�ｨ�｢�

16 兌ﾙ�ﾂ��r�1 ��ｨ��|x��ﾘH��讓���x��wH�Y�ywI?ｩgｹ�Xｧy�h耳�｢�千　葉 俥���ｼ｢�

2 �����}���ﾔx��k�����=��ﾈ�Xﾏi[hﾙ�ﾝｸｧx���｢�神奈川 

3 ������ﾈ��ﾕx��譏�俥���ｼｨ�Y����eﾘｧx�����｢�東　京 

4 倅���W(��ｶ���Eh��8ﾈ��ｹ��X､ｨ���������ﾈ�｢�埼　玉 �)�Xｷｸ5ﾈ6ｨ6(4���9j�7ｨ�ｸ8ｲ�

1 刎���68��h8ﾝ碓ﾈ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢� 

2 凩�����ﾆ)z(ﾘ��佛���F��Xﾅ�F靫鮎hﾘ)�ｨ�｢���(�����

3 ����:���k�?ｨﾘ����x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 几H����'���廩����=��ﾈ�Xﾊyzx��Vﾉ�凉(�｢�

17 兌ﾙ�ﾂ�1 �ﾘ��ﾘx��dﾘ��Th����=��ﾈ�X��������Vﾈ�｢�神奈川 �������

2 �?ﾈ��ﾕﾘ����k���8ﾈ��ｹ��Xｾ����ｩ8ﾈ��dﾘ�｢�東　京 

3 ��ｨ��|x��ﾘH��讓���x��wH�Y�ywI?ｩgｹ�Xｧy�h耳�｢�千　葉 

4 俎(��皐�����������=��ﾈ�X��������Vﾈ�｢�埼　玉 

18 ���菅　原　里　沙（東　京・十　文　字） 剞�ﾋ市民会館 

2 ��������������"�抦冓i騫ﾙ=����ywH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢���(���r�

3 傴ﾈ��葺��,ﾘ,�-ﾘ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 倅����h��i騫育��伜(��yﾈ�Xﾊx��zx���(��yﾈ�｢�
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回 僖�7��順位 侘(�����ﾈ�����ﾒ�都県別対抗戦 ���ｨ�X�(ﾜ9?｢�

18 兌ﾙ�ﾂ����1 ������ﾈ��ﾉ(�����俥���ｼｨ�X齷u(,ﾉ�逢x���｢�埼　玉 佛���F��

2 倬ｸ��68������dﾈ�佛���F��Xﾊx��zx������68�｢�茨　城 

3 傚���i8���ﾈ��nx�伜(��yﾈ�Xﾊx��zx��ｶx��68�｢�群　馬 

4 價h��ｷｸ���I�驟���������X綬��4ﾈ8ｨ5�6xｻ8ｧx���｢�山　梨 佛�F靆r��h･Xｧx�5ｨ985��ｲ�

1 傅ﾈ���h����eﾘ��8ﾈ��ｹ��X蕀}i68ｧx���｢� 

2 乘����ｨ��+�-�.ｸ��8ﾈ��ｹ��Xﾟx��������省�｢���(��#2�

3 亊h��ﾚｨ��釐��y��俥���ｼｨ�Xﾊx��zx������ﾌｸ�｢�

4 亶ｸ��gｸ��=饑�K����x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

19 兌ﾙ�ﾂ�#��1 冉ｸ������ﾘ��nx�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx��葺�����｢�神奈川 ���=��ﾂ�

2 ��X������t���ｴﾘ����=��ﾈ�X�(��訷��ｧx�����｢�埼　玉 

3 傚���i8���ﾈ��nx�伜(��yﾈ�Xﾊx��zx��ｶx��68�｢�東　京 

4 伜(��(h��$(��nx����=��ﾈ�X����������Vﾈ�｢�茨　城 ��Vﾈ�2�､ｨﾖ�ｴﾉD����

1 傅ﾈ��nﾈ��.H*�.���8ﾈ��ｹ��X��������ｧx�����｢� 

2 儁���68��yﾈ��､x�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx�������ﾈ�｢���(��#��

3 傅ﾈ��}���Oﾉ'������x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 傅ﾈ��8���tH��ih���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

20 兌ﾙ�ﾂ�#��1 ��(��m�����<H�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx���X��ｷｸ�｢�神奈川 �<盈��<盈位xｻ8支檍ｭ���(��#��

2 �'ﾈ��>�����ﾔH����=��ﾈ�Xｼｸ��ﾏX��ｧx��ﾌX�｢�東　京 

3 ��ﾘ�右ｸ����荿��8ﾈ��ｹ��Yh8������Wｨ�｢�埼　玉 

4 ��8������ﾔh��ﾔｸ����=��ﾈ�Y�����ｨ��ｧx�����｢�千　葉 

1 儁���68��yﾈ��､x�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx�����ﾈ�｢� 

2 傅ﾈ��nﾈ��.H*�.���8ﾈ��ｹ��X��������ｧx�����｢�

3 ����68�����yﾘ���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

4 乖���Oh���x��78�伜(��yﾈ�Xﾊx��zx��ｶx��68�｢�

21 兌ﾙ�ﾂ�#"�1 �*�������ﾔh��ﾔｸ����=��ﾈ�Y���ｨｧx�����｢�神奈川 伜)yﾂ���Hﾖ)Wｸﾘ)9乂xﾕ｢��(�����

2 ��(��m�����<H�俥���ｼｨ�Xﾊx��zx���X��ｷｸ�｢�埼　玉 

3 ��8��68��uH��5H�伜(��yﾈ�X�)yﾈｧx���XｧyWI���｢�山　梨 

4 倅�Inﾈ��u���ｴﾘ���x��wH�X�8�������ﾈ�｢�千　葉 

1 ��ﾘ�右ｸ����ﾏX��8ﾈ��ｹ��Y�(���(��ｧx���｢� 

2 伜(��68��tH��扎���x��wH�Xﾊyzyhｹ*9�ﾘﾘx�｢�

3 ��X��踪��u(��������=��ﾈ�Xﾊyzy��=��ﾉ�ﾘﾘx�｢�

4 傴ﾈ��68��ｹ��������x��wH�XﾊyzyI�,ﾈ攪�｢�

22 兌ﾙ�ﾂ�#2�1 亊ｸ���ﾈ��th��ﾔｸ����=��ﾈ�Xﾆ9�亳���｢�神奈川 ��ywB��ywHﾊxｻ8支檍ｭ���(��#2�

2 俘(��ｻH���9�驟����x��wH�Y8ﾉdﾙ�XｧyWI��8ﾉdﾘ�｢�千　葉 

3 佝ｨ���ﾈ��ﾕx��耳�伜(��yﾈ�Y?ｩgｹ�Xｧyk��ﾘ�｢�東　京 

4 ��X��8x��uH��ﾜh��8ﾈ��ｹ��Y'ﾙFy�XｧyWI�霎��ｨ�｢�山　梨 

1 �8ﾈ����Xx��ｯ8��8ﾈ��ｹ��Y79zx��扎�｢� 

2 ��X��,ｸ��~h��=���<盈��X琶78ｷｹ%ｨｯｩ�XｧyWI���｢�

3 ��ﾘ�右ｸ��ﾏX����8ﾈ��ｹ��Y�(�(ｧx��ﾘ)9兀H�｢�

4 咆���皐��Oﾉu(ｴ����x��wH�Xﾊyzy�iVﾈ�｢�

23 兌ﾙ�ﾂ�#B�1 僮���ﾋH�������ﾈ��8ﾈ��ｹ��Y�Y'�ｧx���｢�千　葉 �8ﾈ��ｹ��

2 倅����ｨ�������������Xﾊyzymｩzy�h耳�｢�東　京 

3 �(y,9z����X����俥���ｼｨ�X�冉ｸﾞ仂ｨ�｢�埼玉 」±卜 

4 �ﾈ���ｨ���������x��wH�Yhｹ*9�ﾘﾘx�｢�茨　城 ����"�8ﾈｹ�79zxﾌｸ�(ﾘ(ﾕ｢��(���b�

1 凅ｨ��gｸ��=���ﾝ���8ﾈ��ｹ��X���逢x���｢� 
2 �'(��68������>ﾈ�伜(��yﾈ�Y$ｩ�ｨﾔ鮎h�｢�

3 傅ﾈ���h��*�+IOﾈ����=��ﾈ�X��Vﾉ�隗xｭ��｢�
4 �8��ﾞ(��'����8�佛���F��X貶6)o(ｧxﾙ�(i9��｢�

24 兌ﾙ�ﾂ�#R�1 ����������������������｢� �������

2 ��������������������｢�

3 ��������������������｢�

4 ����������������������｢�侈yj�h嶌5ｨ985��ｲ��(��#"�

1 ��������������������｢� 

2 ��������������������｢�

3 ��������������������｢�

4 ��������������������｢�
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男子都県別対抗

郁県名 冏ｹ�ﾘ7ﾈ48986r�劔l会耕 俘xﾇb�順位 
① ���③ �2�小計 

千　葉 �� �� �� �� 

東　京 �� �� �� �� 

埼　玉 �� �� �� �� 

茨　城 �� �� �� �� 

群　馬 �� �� �� �� 

栃　木 �� �� �� �� 

神奈川 �� �� �� �� 

山　梨 �� �� �� �� 

※　本戦ポイントの①～④は都県予選の脚立の各選手の獲得ポイント。

※　同ポイントは本戦ポイントの上位，都県予選の上位選手の獲得ポイント順でJl樹立を決定する。

※　ポイントは，本戦は1回戦勝者に2ポイント，2回戦以降は3ポイント，会長杯は1ポイントをそれ

ぞれ加算する。

開会式　次第

1．開会の言葉

2．会長挨拶

3．指導棋士紹介

4．選手宣誓

5．対局上の注意

6．諸連絡

閉会式　次第

1．成績発表

表彰

2．講評

3．閉会の言葉

4．諸連絡

司会　羽成　豪　（茨城県立並木中等教育学校1年）

鈴木　康司

生田目正直

藤崎　正輝

中谷　祥也

岩堀　佳菜

美馬　和夫

矢須　雅進

（茨城工業高等専門学校　教授）

（茨城県立高萩清松高等学校　校長）

（茨城県立大洗高等学校　教諭）

（茨城県立牛久栄進高等学校2年）

（茨城県立土浦第一高等学校1年）

（茨城県支部連合会）

（茨城県立石岡第一高等学校）

司会　羽成　豪（茨城県立並木中等教育学校1年）

藤崎　正輝（茨城県立大洗高等学校　教諭）

生田目正直　（茨城県立高萩清松高等学校　校長）

先崎　学　（日本将棋連盟棋士　八段）

鈴木　康司　（茨城工業高等専門学校　教授）

矢須　雅進（茨城県立石岡第一高等学校）

ー14－


