
第52回東急百貨店将棋まつりプログラム

東横店  懸賞問題 出演者

10:20 開会式　 15:00 選抜戦 11:00 佐藤紳哉　七段 【現役奨励会員に挑戦！】 懸賞次の一手 羽生善治 竜王

開会挨拶＝森内俊之 九段 佐藤紳哉 七段 井道千尋 女流二段 11：00～随時受け付け 8/3 東急特別展示会 ＊当日　16：00　締切 森内俊之 九段

瀬川晶司 五段 ＊17：30　正解と当選者発表 中村修　九段

解説/石田直裕　五段 奨励会は2面指し！ 羽生竜王 国民栄誉賞の展示 正解者の中から抽選で粗品進呈 阿久津主税 八段

10:30 開幕新鋭戦 聞き手/ 井道千尋 女流二段 13:00 石田直裕　五段 対局時計使用 佐藤紳哉 七段

斎藤明日斗 四段 奨励会は10分切れ負け！ 8/5 瀬川晶司 五段

石田直裕　五段 17:30 特選対局 お客様は15分切れ負け 石田直裕 五段

斎藤明日斗 四段 羽生善治 竜王 指導料1局1,000円但し勝った方には返金！ 斎藤明日斗 四段

解説/ 森内俊之 九段 阿久津主税 八段 15:00 斎藤明日斗 四段 ＊11：00より随時受け付け 山田久美 女流四段
聞き手/ 中村桃子 女流初段 解説/ 中村　修　九段 山田久美 女流四段 ＊何度挑戦しても結構です 井道千尋 女流二段

聞き手/ 山田久美 女流四段 中村桃子 女流初段 中村桃子　女流初段

13:00 女流選抜戦

井道千尋 女流二段 17:00 瀬川晶司 五段

中村桃子 女流初段 19:00 東急スペシャル対談 石田直裕　五段

解説/ 佐藤紳哉 七段 斎藤明日斗 四段
聞き手/ 山田久美 女流四段 19:50 書籍サイン会

泣き虫しょったん＆羽生竜王トークショー 19:00 中村　修　九段 映画｢泣き虫しょったんの奇跡｣公開記念企画

出演： 羽生善治 竜王 阿久津主税 八段 瀬川晶司五段書籍サイン会

瀬川晶司 五段（泣き虫しょったん） （会場で瀬川五段の書籍を

山田久美 女流四段 お買い求めいただいた方限定）

白瀧あゆみ杯争奪新人登龍門戦 高見泰地 叡王

10:00 東急小学生大会個人戦(参加費無料) 14:00 書籍サイン会 懸賞詰将棋 渡辺　明 棋王

10:30 　 白瀧あゆみ杯1回戦第1局 16:30 白瀧あゆみ杯1回戦第4局 11:00 飯島栄治七段 【現役奨励会員に挑戦！】 Ａ級（有段者）　Ｃ級（初心者） 飯島栄治 七段 ＊当日　16：00　締切　 鈴木大介 九段

和田あき 女流初段 頼本奈菜 女流1級 11：00～随時受け付け （会場で飯島七段の書籍を 飯島栄治 七段

和田はな 全米選手権者 藤井奈々 女流2級 ＊ハガキで事前申込み(返信はしません) お買い求めいただいた方限定） ＊17：30　正解と当選者発表 戸辺　誠　七段

解説／井出隼平 四段 解説/ 戸辺　誠　七段 奨励会は2面指し！ （7/20締切・参加費無料） 正解者の中から抽選で粗品進呈 井出隼平 四段
聞き手／ 塚田恵梨花 女流1級 聞き手／ 竹俣　紅　女流初段 13:00 井出隼平四段 対局時計使用 山口恵梨子 女流二段

カロリーナ・ステチェンスカ 女流1級 奨励会は10分切れ負け！ 13:00 東急小学生大会個人戦(参加費無料) 17:00 叡王獲得記念 色紙サイン会 竹俣　紅 女流初段

12:30 　 白瀧あゆみ杯1回戦第2局 18:00 高見泰地　叡王の 小高佐季子 女流2級 Ｂ級（級位者） 高見泰地　叡王 和田あき 女流初段

塚田恵梨花 女流1級 実戦に役立つ！ワンポイント将棋講座 指導料1,000円但し勝った方には返金！ （色紙揮毫料は3,000円） 塚田恵梨花 女流1級

頼本奈菜 女流1級 アシスタント：山口恵梨子 女流二段 ＊11：00より随時受け付け ＊ハガキで事前申込み(返信はしません) 頼本奈菜 女流1級

解説／飯島栄治 七段 15:00 和田あき女流初段 ＊何度挑戦しても結構です （7/20締切・参加費無料） カロリーナ・ステチェンスカ 女流1級

聞き手／ 和田あき 女流初段 塚田恵梨花 女流1級 18:00 色紙または書籍サイン会 小高佐季子 女流2級

頼本奈菜 女流1級 　☆Bクラスは午後集合になります。 渡辺　明 棋王 藤井奈々 女流2級

14:30 白瀧あゆみ杯1回戦第3局 19:15 特選対局 カロリーナ・ステチェンスカ女流1級 　ご注意ください。 （色紙揮毫料は3,000円） 和田はな 全米選手権者

小高佐季子 女流2級 高見泰地　叡王 （書籍は会場で渡辺棋王の書籍を 礒谷真帆 第48期女流アマ名人

渡辺　明　棋王 16:30 山口恵梨子 女流二段 お買い求めいただいた方限定）

解説／井出隼平 四段 解説／ 戸辺　誠　七段 小高佐季子 女流2級 ※コミック｢将棋の渡辺くん｣も可
聞き手／ 藤井奈々 女流2級 聞き手／ 山口恵梨子 女流二段 ＊多数の有名棋士を輩出した

　歴史ある大会です。申し込みは 19:30 書籍サイン会

18:00 戸辺　誠　七段 将棋連盟ホームページをご覧下さい。 竹俣　紅　女流初段

20:30 大会中締め挨拶 竹俣　紅　女流初段 （会場で竹俣女流初段の書籍を

鈴木大介 九段 藤井奈々 女流2級 お買い求めいただいた方限定）

(公益社団法人日本将棋連盟 常務理事)

11:00 西尾　明　六段 【現役奨励会員に挑戦！】 10:00 東急小学生勝ち抜き戦1回目(参加費無料) 中村太地  王座

10:00 中村太地 王座杯争奪　将棋トーナメント 近藤誠也 五段 11：00～随時受け付け （当日受付・先着100名様） 西尾　明　六段

参加費無料　定員64名。上位4名に賞品。 【対局方法】 小学生対象・係りが指定した異なる 近藤誠也 五段

奨励会は2面指し！ 相手と対戦します。3勝すると賞品 鈴木環那　女流二段

13:00 西尾　明　六段 対局時計使用 がもらえます。3敗すると終了です。

12:00 一般勝抜き戦（随時受付＝最終締切午後4：00） 近藤誠也 五段 奨励会は10分切れ負け！

複数の方と対戦し、成績優秀者に賞品が贈られます。 鈴木環那　女流二段 お客様は15分切れ負け
指導料1,000円但し勝った方には返金！

＊11：00より随時受け付け

＊何度挑戦しても結構です 13:00 東急小学生勝ち抜き戦2回目(参加費無料)

14:30 西尾　明　六段 （当日受付・先着100名様） 王座獲得記念 サイン会

近藤誠也 五段 小学生対象・係りが指定した異なる 15:00 （色紙または書籍サイン会）

鈴木環那　女流二段 相手と対戦します。3勝すると賞品 中村太地 王座

がもらえます。3敗すると終了です。 （色紙揮毫料は3,000円）

（書籍は会場で中村王座の書籍を

17:30 閉会挨拶　日本将棋連盟普及課 16:00 お買い求めいただいた方限定）

中村太地  王座 ＊プロの指導対局は各30分前受付

鈴木環那　女流二段 (申込み多数は抽選)

平成30年8月3日（金）～8月5日（日）  渋谷駅・東急東横店　西館８階特設会場 /東急本店 3F特設会場

指導対局（３面指、女流棋士２面指・指導料二千円・記念品付） 東急本店 ⾊紙・書籍サイン会他
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（公益社団法人 日本将棋連盟専務理事）
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映画｢泣き虫しょったんの奇跡｣公開記念企画
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カロリーナ・ステチェンスカ　女流1級

礒谷真帆 第48期女流アマ名人
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王座獲得記念 特別六面指し指導対局


