
 

新春将棋大会に

8名の指導対局をして頂きました。感想戦

以下結果

    

  

 ❈優勝者は

初級クラス入賞

将棋盤について将棋盤について将棋盤について将棋盤について

用 材 としては「榧 」が最 適 であり

でも日向

材質材質材質材質    

１、 本榧（ほんかや）最高級

２、 新榧（しんかや）北米西海岸のヒノキ科

３、 本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

４、 新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇

５、 桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

棋盤参考価格

１、 新かや

サイ

４、本榧将棋盤足付

Ａさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なこと

私の場合「詰将棋」「盤駒使用」「対局時間」の

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

私に限らず「詰将棋を一切やらない」

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。

   

矢野琢矢野琢矢野琢矢野琢

詰将棋数は

と金 ＨＰ

新春将棋大会に特別ゲストの中村仁美様

名の指導対局をして頂きました。感想戦

以下結果 

                

初級の部 

中級の部 

一般・上級の部

優勝者は 1 級昇級します。

初級クラス入賞

将棋盤について将棋盤について将棋盤について将棋盤について（ご父兄

用 材 としては「榧 」が最 適 であり

日向産地として宮崎産の盤が最高級とされている。

    

本榧（ほんかや）最高級

新榧（しんかや）北米西海岸のヒノキ科

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

棋盤参考価格 価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

新かや 10 号卓上

サイズズズズ 365x335x60

４、本榧将棋盤足付

Ａさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なこと

私の場合「詰将棋」「盤駒使用」「対局時間」の

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

私に限らず「詰将棋を一切やらない」

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。

１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者

1月 11日開催分

  1月 19日開催分

矢野琢矢野琢矢野琢矢野琢真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販

詰将棋数は 47問

３月開催日３月開催日３月開催日３月開催日

ＨＰ http://tokinclub.jimdo.com/

特別ゲストの中村仁美様

名の指導対局をして頂きました。感想戦

            新春将棋大会

        

   

   

一般・上級の部   

級昇級します。

初級クラス入賞     

（ご父兄様よりよくある質問）

用 材 としては「榧 」が最 適 であり

として宮崎産の盤が最高級とされている。

本榧（ほんかや）最高級 打ち音、香り、打つ心、すべて

新榧（しんかや）北米西海岸のヒノキ科

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

号卓上 一枚板

365x335x60 ３３３３、本桂

４、本榧将棋盤足付 235,000 円

Ａさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なこと

私の場合「詰将棋」「盤駒使用」「対局時間」の

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

私に限らず「詰将棋を一切やらない」

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。

１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者

日開催分 豊田幹汰朗君

日開催分 該当者なし

真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販

問+参考問題 5

３月開催日３月開催日３月開催日３月開催日    

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）

 

http://tokinclub.jimdo.com/

特別ゲストの中村仁美様

名の指導対局をして頂きました。感想戦

新春将棋大会    

                優優優優            勝勝勝勝

   岩味煌一郎

  豊田幹太朗

   大鹿颯太 

級昇級します。❈❈❈❈一般・上級の部

     中級クラス入賞

よりよくある質問）

用 材 としては「榧 」が最 適 であり「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

として宮崎産の盤が最高級とされている。

打ち音、香り、打つ心、すべて

新榧（しんかや）北米西海岸のヒノキ科 

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

一枚板 6,000 円(税込

、本桂 35 号足付

円(税込)    サイズ

Ａさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なことＡさんの話、初段になるために必要なこと    

私の場合「詰将棋」「盤駒使用」「対局時間」の

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

私に限らず「詰将棋を一切やらない」「棋譜並べなど

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。

１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者１月開催の昇級・新入会者    

豊田幹汰朗君 8

該当者なし 

真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販真講師代理の詰将棋の通販ごごごご案内案内案内案内

5問です。http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

    愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）

  

http://tokinclub.jimdo.com/     

特別ゲストの中村仁美様を迎えました。

名の指導対局をして頂きました。感想戦は丁寧に勝敗のポイン

    Ｈ２６．１．１１

勝勝勝勝    

岩味煌一郎 

豊田幹太朗 

 

一般・上級の部 

中級クラス入賞  一般・上級クラス

よりよくある質問）    

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

として宮崎産の盤が最高級とされている。

打ち音、香り、打つ心、すべて

 価格帯は本桂とほぼ同じ。

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

税込)))) サイズ

号足付 23,100 円(税込

サイズ 371ｘ342ｘ

    

私の場合「詰将棋」「盤駒使用」「対局時間」の 3 項目で、飛躍期とそれ以前に大きな差がありました。

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

「棋譜並べなど盤駒を使用しない」「早指しばかり」の

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。

8級昇、大鹿颯太君

案内案内案内案内 

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）

         Ｈ２６

を迎えました。元全国高校将棋大会・女子選手権・

は丁寧に勝敗のポイン

Ｈ２６．１．１１      

   準優勝準優勝準優勝準優勝

   奥野良明

   水谷武子

   山本大稀

駒落ち対局。

一般・上級クラス

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

として宮崎産の盤が最高級とされている。（将棋愛好家は一度持ってみたい盤

打ち音、香り、打つ心、すべてにおいて本榧に勝るものなし。

価格帯は本桂とほぼ同じ。

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

新桂（しんかつら）東南アジア原産、北海道産が枯渇（こかつ）なのでその代替えとして普及、比較的安価。

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

サイズ 366x337x33

(税込)    サイズ

ｘ194ｍｍ 本榧（中国産

項目で、飛躍期とそれ以前に大きな差がありました。

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

盤駒を使用しない」「早指しばかり」の

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

体力作りが出来てない人で、強い人が居ないのと同じことです。詰将棋力を高めれ

級昇、大鹿颯太君 2級昇、

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂愛知東邦大学・学生食堂    ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）

Ｈ２６．２．１ 第１２

元全国高校将棋大会・女子選手権・

は丁寧に勝敗のポイントを指摘して

      敬称略 

準優勝準優勝準優勝準優勝 

奥野良明 

水谷武子 

山本大稀 

駒落ち対局。 

一般・上級クラス    

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

（将棋愛好家は一度持ってみたい盤

おいて本榧に勝るものなし。

価格帯は本桂とほぼ同じ。 

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

なのでその代替えとして普及、比較的安価。

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

366x337x33２、２２２２、新かや

サイズ 365ｘ336x105

本榧（中国産）

項目で、飛躍期とそれ以前に大きな差がありました。

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。

盤駒を使用しない」「早指しばかり」の

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

詰将棋力を高めれ

級昇、岩味煌一郎

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）

第１２９号 編集責任者

元全国高校将棋大会・女子選手権・

トを指摘して下さり参考に成ったも

 

    第三

   野口靖太

   大井健司

   清水崇史

 

    対局風景  

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

（将棋愛好家は一度持ってみたい盤

おいて本榧に勝るものなし。 

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。

なのでその代替えとして普及、比較的安価。

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります）

新かや 20 号卓上

336x105 

 柾     （三輪碁盤店

項目で、飛躍期とそれ以前に大きな差がありました。

毎日のように対局しているのにその棋力は町道場初段格からほとんど向上しない人。 

盤駒を使用しない」「早指しばかり」の 3 点セットが同居していることが多

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

詰将棋力を高めれば「次の一手」もとけやすい

岩味煌一郎君は新入会時

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ＰＭ１；３０～４；２０ 

３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日）３月８日（第２土曜日）・３月２２日（第３土曜日） 

編集責任者 後藤克義

元全国高校将棋大会・女子選手権・2年連続覇者です・

下さり参考に成ったも

三位 

野口靖太 

大井健司 

清水崇史 

     中村先生指導対局

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。

（将棋愛好家は一度持ってみたい盤ですね。

 

本桂（ほんかつら）北海道産の桂材、打ち味が良い、重厚感のある深い趣（おもむき）がある。 

なのでその代替えとして普及、比較的安価。

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難

価格（材質・卓上・足付・など棋盤は、格安品から最高価格品と幅広く有ります） 

号卓上 柾目一枚板

（三輪碁盤店

項目で、飛躍期とそれ以前に大きな差がありました。 

3 点セットが同居していることが多

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

「次の一手」もとけやすい

君は新入会時 12 級とします。

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883

後藤克義 

年連続覇者です・

下さり参考に成ったものと思います。

中村先生指導対局

「榧 」は価 格 以 外 には難 点 はなく、盤 の材 質 としては抜 きん出 ている。 同 じ「榧 」

ですね。）      

なのでその代替えとして普及、比較的安価。 

桧葉（ヒバ）北米産のヒノキ、ランクが本榧に次ぐ、淡黄色、木目も精密で見た目が美しい、耐久性に難あり。 

柾目一枚板 11114,000 円

（三輪碁盤店ＨＰより調べ）

点セットが同居していることが多

いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

「次の一手」もとけやすいでしょう。

級とします。 

http://www.dlmarket.jp/products/detail.php?product_id=247883 
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中村先生指導対局 

同 じ「榧 」

       

円(税込)
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いのではないでしょうか？詰将棋を全く解かない人で将棋が強い人の話は聞いたことがありません。それはスポーツの世界で

でしょう。 

 


