
都道府県 支部・開催者名 氏　　名 電話番号 予選開催日 予選開催地

1 北海道 日本将棋連盟北海道支部連合会 工藤　学 011-511-8395 6/3（日） 北海道将棋会館

2 青森県 青森県将棋連盟 奈良岡　実 017-775-7744 6/3（日） 青森支部道場

3 おいらせ町 全国将棋祭り実行委員会 社会教育体育課　深沢 0178-52-1411 6/10（日） 大山将棋記念館

4 岩手県 岩手県支部連合会北上支部 軽石　初彦 090-5847-3633 6/10（日） 北上市総合福祉センター

5 宮城県 宮城県支部連合会 加部　康晴 090-7337-8845 6/24（日） 東京エレクトロンホール宮城

6 秋田県 秋田県支部連合会 奈良　時男 018-873-3535 6/3（日） 秋田将棋道場

7 山形県 山形県支部連合会 石井　知征 080-1679-1440 6/10（日） 天童市民プラザ

8 福島県 福島県支部連合会 田部　保彦 0241-27-8324 6/10（日） 福島民友新聞社５階大ホール

9 茨城県 茨城常南支部 川嶋長一郎 0297-78-0571 5/13(日) 取手市福祉交流センター

10 栃木県 栃木県支部連合会 藍葉　大輔 090-7257-8103 6/10（日） 鹿沼市民情報センター

11 群馬県 群馬県支部連合会 峯岸　俊夫 027-223-7455 6/10（日） 高崎市中央公民館

12 埼玉県 埼玉県支部連合会 小島　一宏 090-7413-3474 5/20(日) カルタスホール

13 千葉県 千葉県支部連合会 吉田　友哉 070-5075-8059 6/10（日） 千葉市立弁天小学校

14 東京都 日本将棋連盟 石橋　弘光 03-3408-6165 5/20（日） 綿商会館

15 神奈川県 神奈川県支部連合会 加山　雅昭 070-5575-0050 5/20（日） ぴおシティ・青少年・交流支援スペース

16 新潟県 新潟県支部連合会 木村　久夫 080-1137-0596 6/10(日) 新潟市鳥屋野地区公民館

17 富山県 富山県支部連合会 河島　敏夫 090-1310-9267 5/20（日） 北日本新聞社

18 石川県 石川県支部連合会 三角　憲正 090-2122-5831 5/5（土・祝） 金沢市ものづくり会館

19 福井県 福井支部 宮越 　和彦 0776-56-0572 5/26(土) 福井市西別院

20 山梨県 山梨県支部連合会 東山　洋一 090-4710-3321 5/5(土） 山梨県男女共同参画推進センター（ぴゅあ総合）

21 長野県 長野県支部連合会 髙山　文孝 0266-58-7748 県大会 5/20(日) 松本勤労者福祉センター

東信　5/6(日) 上田市　文化センター　中央公民館

北信　5/6(日) 長野市　安茂里公民館

中信　5/6(日) 松本市　田川公民館

南信　4/22(日) 伊那市　伊那市創造館

22 岐阜県 岐阜県支部連合会 森　巌 0574-25-9292 5/6（日） 岐阜市ハートフルスクェアーＧ

23 静岡県 静岡県支部連合会 青島　篤男 054-285-8077 5/6（日） 静岡県総合社会福祉会館６階会議室

24 愛知県 愛知県支部連合会 竹内　 努 070-5642-6943 4/30(月・祝) 愛旅連ビル３F会議室

25 三重県 三重県支部連合会 松岡　博之 0593-82-3429 5/27(日) サンワーク津

26 滋賀県 滋賀県支部連合会 京都新聞ＣＯＭ滋賀事業部　立花 077-523-3134 5/13(日) 滋賀県立湖南農業高等学校クラブハウス

27 京都府 株式会社　京都新聞ＣＯＭ 京都新聞事業局事業部　清水智弥 075-255-9754 5/20（日） 京都新聞文化ホール

28 大阪府 大阪府支部連合会 北川　 茂 06-6305-1039
低学年5/26（土）
高学年6/9（土）

十三棋道舘道場

29 兵庫県 兵庫県支部連合会 田畑　壽修 0797-34-7749　 2/11（日） 【終了】

30 奈良県 西大和支部 笠井　潔
0743-55-2528
090-3712-6340

6/10（日） 三郷町文化センター

31 和歌山県 紀の国支部 松山　弘樹 090-5123-3719 6/17(日) 大洋化学株式会社　大会議室

32 鳥取県 鳥取県西部支部 興津　信之 090-8711-6022 5/12（土） 米子市児童文化センター

33 島根県 出雲支部 高野　英明 090-5696-0716 5/6(日) 大津コミュニティセンター

34 岡山県

35 倉敷市

36 広島県 広島将棋同好会支部 青木　瞬次 082-246-9585 5/20(日) 広島将棋センター

37 山口県 山口県宇部支部 藤井　晧弐 0836-21-1619 5/20(日) 宇部市多世代ふれあいセンター

38 徳島県 徳島県支部連合会 近藤　圭一 088-655-7249 5/27(日) 徳島新聞社

39 香川県 亀城支部 大西　藤男 0877-23-4062 6/3（日） 城西コミュニティセンター

40 愛媛県 新居浜支部 鵜川　文男 080-3163-9621 6/10(日) 新居浜市民文化センター４Ｆ

41 高知県 高知県支部連合会 青木　幹夫 090-2826-9759 5/6(日） 県立高知小津高等学校

42 福岡県 南福岡支部

43 佐賀県 佐賀県支部連合会 山口　宗一郎 070-5414-5607 5/20（日） メートプラザ佐賀

44 長崎県 長崎支部 山口　洋 095-820-1826 6/17(日) 三菱記念会館

45 熊本県 熊本県支部連合会 古橋　徹 090-7538-5456 6/9(土) 熊本市民会館

46 大分県 大分中央支部

47 宮崎県 宮崎支部 平原　淑貴 0985-69-3809 6/10(日) 宮崎将棋道場

48 鹿児島県 鹿児島支部 香西　一雄 099-225-0064 4/29(日) 東千石町公民館

49 沖縄県 沖縄県支部連合会 新垣　 学 070-5535-3585 5/27(日) 沖縄市中央公民館

※未定の県については、確認できしだい情報を更新します。

未定

未定
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大山名人記念館 中村　敏之 086-434-0003 6/3(日) 倉敷市民会館　大会議室
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