
第２０回全国小学生倉敷王将戦　予選会予定

都道府県 支部・開催者名 氏　　名 電話番号 予選開催日 予選会場

1 北海道 北海道支部連合会 工藤　学 090-5228-7857 6/13(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 未定 未定

3 おいらせ町 おいらせ町将棋まちづくり実行委員会 深沢 0178-56-4276 未定 未定

4 岩手県 岩手県支部連合会北上支部 軽石　初彦 090-5847-3633 6/6(日) 北上将棋センター

5 宮城県 宮城県支部連合会 加部　康晴 090-7337-8845 6/6(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 鈴木　勝裕 090-4889-3509 6/6(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 6/13(日) 天童市民プラザ

8 福島県 福島県支部連合会 田部　保彦 090-3984-0209 6/13（日） 喜多川市塩川公民館3階 多目的ホール

9 茨城県 茨城常南支部 美馬　和夫 029-874-1568 5/30(日) 藤代公民館

10 栃木県 栃木県支部連合会 藍葉　大輔 090-7257-8103 未定 未定

11 群馬県 群馬県支部連合会 川田　公一 0276-31-8425 未定 未定

12 埼玉県 埼玉県支部連合会 小島　一宏 090-7413-3474 10・11月に開催予定 未定

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

14 東京都 東京都支部連合会 池田　塁 080-1245-9720 10/3(日) 江戸東京博物館

15 神奈川県 神奈川県支部連合会 加山　雅昭 045-753-0483 9/5(日) 横浜市青少年育成センター

16 新潟県 新潟県支部連合会 木村　久夫 0254-44-7490 6/13(日) 鳥屋野公民館

17 富山県 富山県支部連合会 河島　敏夫 090-1310-9267 5/16(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 5/23(日) 金沢市教育プラザ富樫

19 福井県 福井支部 宮越 　和彦 080-3740-3909 5/29(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 10/16(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 船坂　徹 090-3564-2543 5/16(日) 塩尻市北部交流センター「えんてらす」

東信　5/9(日) 上田市中央公民館

北信　5/9(日) 長野市芹田公民館

中信　5/9(日) 松本市田川公民館

南信　5/9(日) 伊那市中央区公民館

22 岐阜県 岐阜県支部連合会 森　巌 0574-25-9292 4/18(日) 岐阜市ハートフルスクエアG

23 静岡県 静岡県支部連合会 青島　篤男 054-285-8077 10/3(土) 静岡県総合社会福祉会館

24 愛知県 愛知県支部連合会 竹内　 努 070-5642-6943 7/23（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 090-1299-9987 10/3(日) サン・ワーク津

26 滋賀県 滋賀県支部連合会 京都新聞滋賀本社事業部 077-523-3134 9月または10月 未定

27 京都府 京都府支部連合会 廣田　長己 090-5098-3820 8/21(土) みやこめっせ京都

28 大阪府 日本将棋連盟　関西本部 冨田 0 10/11(日) 寝屋川市立市民会館

29 兵庫県 兵庫県支部連合会 中田　憲宏 090-6054-3754 11/29(日) 加古川まちづくりセンター

30 奈良県 西大和支部 笠井　潔 0743-55-2528 9/19(日) 三郷町文化センター

31 和歌山県 紀の国支部 井原　靖 090-1959-0784 9月以降予定 大洋科学㈱本社会議室

32 鳥取県 鳥取県西部支部 興津　信之 090-8711-6022 5/8(土) 米子市児童文化センター

33 島根県 島根県支部連合会 無川　郁二 090-8361-5477 1/0(土) 松江市法吉公民館

34 岡山県

35 倉敷市

36 広島県 福山支部 蔵田　秀雄 090-5261-0854 6/6(日) 福山市東公民館２F会議室

37 山口県 宇部支部 西谷　正士 0836-21-1619 秋以降 宇部市総合福祉会館３Ｆ（予定）

38 徳島県 徳島県支部連合会 近藤　圭一 088-655-7249 6/20(日) 徳島新聞社

39 香川県 亀城支部 大西　藤男 090-1327-2872 11/7(日) 丸亀市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 9/26(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 5/9(日) 高知小津高等学校

42 福岡県 福岡県支部連合会 関口　武史 090-8468-2349 9/21（祝） クローバープラザ

43 佐賀県 佐賀県支部連合会 山口　宗一郎 070-5414-5607 5/16(日) メートプラザ佐賀

44 長崎県 長崎支部 山口　洋 095-820-1826 未定 未定

45 熊本県 熊本県支部連合会 清水　俊 090-9402-8088 6/20(日) 熊本県教育会館

46 大分県 大分中央支部 宗岡　博之 090-4581-8312 6/13(日) 稙田公民館

47 宮崎県 宮崎支部 平原　淑貴 080-5219-0109 6/6（日） 宮崎将棋道場

48 鹿児島県 さつま支部 さつま支部 090-9569-0410 9/23(木) よかセンター　第一・第二和室

49 沖縄県 沖縄県支部連合会 新垣　 学 070-5535-3585 5/17(日) 沖縄こどもの国

8/7(土) 倉敷市芸文館別館大山名人記念館 中村　敏之 086-434-0003


