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部長挨拶 

機械航空創造系学科 3 年 齋藤滉太 

 

令和元年を迎える春に部長を務めており第５１期将棋部部長齋藤滉太です。よろしくお願い

いたします。 

 

 今年の将棋部は新入部員が３人と昨年と比べ非常に少なく部長として少し心配の残る始まり

となりました。ただ、部員個々のレベルとしては昨年と比べ着実に成長しており、今年は団体、

個人とともに期待のできる一年でありました。これは学外の方が将棋部に来てくれることや、先

日苫小牧支部の中条さんが中心となり開催していただいた室蘭工業大学将棋部と苫小牧支部・

室蘭工業大学将棋部 OB の合同練習が部員一人一人の意識にとても良い刺激になったと感じま

した。苫小牧支部の皆様、室蘭工業大学将棋部 OB の皆様貴重な機会を設けていただきありがと

うございました。また部長としてこの一年は部員全員が強い将棋部を目指して行きたいと考え

ております。現在の活動として平日の普段の部活動含め新しく月一で部内リーグを実施したり

レーティング制を導入するなどを行い、部員全員が強くなれるような環境を整えております。 

 

 さて、それでは先日行われた春季大会の結果ですが、惜しくも北海道大学に敗れてしまい団体

戦では２位（全道）となりました。今年は北海道大学戦では、ただ強い選手をぶつけるのではな

くこれから部を成長させてくれるであろう１年生、２年生を中心に出場させました。賛否は別れ

ましたがその結果、１年の田村が３将で２年の太田さん（北大）に勝利し、大将で出していた植

西は３年國友さん（北大）をぎりぎりまで追い詰めるという大健闘を見せてくれました。北海道

大学戦以外では 4 年生の方々が中心にきっちりと勝っていただき勝利することができました。

個人戦では 3 年齋藤、1 年田村がベスト 16、4 年鈴木がベスト 8、2 年寺山ベスト 4 となり、各

年代の部員が好成績を残すことができました。特に 2 年の寺山は後一勝で学生名人戦に出場と

今後の期待できる結果となりました。 

 

 今回の大会の結果は室蘭工業大学将棋部として自信となる結果とはなりました。ただ、平均的

にやはり北海道大学に及ばず、今後の課題として部員一人一人の棋力向上を目指し部全体の力

をつけ秋には優勝を狙いたいと思っております。これからもアクティブに活動していきますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。 
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令和元年度 春季大会団体戦結果 

５月３日～４日 於：中央区民センター 

 北大 室工 酪農 学園 旭医 樽商 勝点 勝数 順位 

北海道大学  ４ ５ ４ ４ ５ ５ ２２ １ 

室蘭工業大学 １  ５ ３ ３ ４ ４ １６ ２ 

酪農学園大学 ０ ０  ０ ０ 3.5 １ 3.5 ５ 

北海学園大学 １ ２ ５  ３ ４ ３ １５ ３ 

旭川医科大学 １ ２ ５ ２  ３ ２ １３ ４ 

小樽商科大学 ０ １ 1.5 １ ２  ０ 5.5 ６ 

 

優勝  北海道大学 

準優勝 室蘭工業大学 

３位  北海学園大学 

 

 

優勝の北海道大学は９月に開催される富士通杯、準優勝した室蘭工業大学は８月 20 日~22 日

に開催される東日本大会への出場権を獲得しました。 
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令和元年度 春季大会個人戦結果 

５月４日～５日 於：中央区民センター、北海道将棋会館 

 

優勝  國友 亮佑（北海道大学 ３年） 

準優勝 佐藤 樹 （北海学園大学 ２年） 

３位  寺山 拓臣 （室蘭工業大学 ２年）、北川 廉 (北海学園大学 ２年) 

 

優勝した國友亮佑さん、準優勝した佐藤樹さんの両名は、６月１日~2 日に行われる学生名人

戦への出場権を獲得しました。 

 

佐藤 

(学園) 

                   太田 

(北大)   佐

藤 

             太

田 

  

斉藤 

(室工) 

                 本田 

(北大)      佐        北      

崎野 

(未来) 

     藤    國

友 

   川      北川 

(学園)   崎

野 

            北

川 

  

田村 

(室工) 

                  橋本 

(北大)         佐

藤 

  國

友 

        

番場 

(北大) 

                 亀地 

(札大)   寺

山 

             鈴

木 

  

寺山 

(室工) 

                 鈴木 

(室工)      寺

山 

       國

友 

     

倉谷 

(学園) 

                 山下 

(学園)   倉

谷 

             國

友 

  

山口 

(北大) 

                 國友 

(北大)                    
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自戦記 
建築社会基盤系学科 ４年 鈴木 航平 

 

 今回の春季大会は大学将棋最後の大会であり悔いの残らないような対局ができればと思って

参加しました。団体戦では酪農戦、樽商戦、北海学園戦、旭医戦に出場しました。個人戦はベ

スト８まで進みましたが、北大の國友君に負けということで万年ベスト８といった感じの大学

将棋個人戦でした。団体戦の対局をそれぞれ振りかえっていきます。 

 １回戦の酪農大学戦は相手側の選手が足りず、不戦勝となりました。早起きだっただけにこ

れは悲しいところ笑。 

２回戦の樽商戦は相手の向かい飛車に対し、アヒル戦法で臨みました。相手の飛車先をうま

く逆用でき圧勝することができました。樽商は参加人数が３人だったためこの対局に勝利した

ことで、団体としても勝利が決まりました。 

３回戦の北海学園戦は東日本大会に出場する上で絶対に勝たなくてはいけない相手です。学

園は佐藤樹君を筆頭に手ごわい相手が多く厳しい戦いになると予想していました。僕の対戦相

手は倉谷君でした。今回の個人戦では北大の山口君にも勝っておりなかなかに厳しい相手でし

た。 

４回戦の北大戦は出場せず。５回戦の旭医戦はこれまた落とせない対局でした。旭医はメン

ツが変わらずそして強い。オーダー読みも外れたりでいろいろ苦しかったですが何とか３－２

で勝利。この対局は棋譜を載せます。 

 

５回戦旭川医科大学 対大塚戦 

先手：大塚 

後手：鈴木 

 

▲２六歩    △３四歩    ▲２五歩    △３三角    ▲７六歩    △４四歩 

▲４八銀    △４二飛    ▲６八玉    △６二玉    ▲５六歩    △７二玉 

▲７八玉    △３二銀    ▲５八金右  △４三銀    ▲６六角    △８二玉 

▲８八銀    △５二金左  ▲７七桂    △９二香    ▲６八金寄  △９一玉 

▲８九玉    △８二銀    ▲７九金    △６二金寄  ▲７八金寄  △７一金 

（第１図） 

 

 先手の居飛車に対して、後手は四間飛車穴熊で臨みました。対する居飛車側はミレニアムで

応戦し持久戦模様へ。駒組み段階で△６二金型がすでにつらいというかもう少し盛り上がるよ

うな形を意識して指すべきでした。 
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▲５九銀    △３五歩    ▲６八銀    △３四銀    ▲１六歩    △６四歩 

▲９六歩    △７四歩    ▲９五歩    △４五銀    ▲２六飛    △７二金寄 

▲８六歩    △４一飛    ▲８七銀    △１二香    ▲７五歩    △６三金 

（第２図） 

 先手の▲７五歩を誘発した△７四歩、△４一飛がよくなかったように思います。ここで△６

三金では序盤の駒組みのひどさを痛感させられます。 

 

 
▲７四歩    △３六歩    ▲２四歩    △同 歩    ▲２二歩    △７四金 

▲３六歩    △５六銀    ▲２一歩成  △５一角    ▲３一と    △４二飛 

▲２四飛    △７二飛    ▲６三桂    △２四角    （第３図） 

 

ここで△７二飛に対し▲６三桂としてきました。大塚さんが飛車取りを見逃していたため、

△２四角となりよくなりました。 
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▲７一桂成  △同 飛  ▲６二金    △３一飛    ▲９四歩    △同 歩    

▲９三歩    △同 香  ▲７二歩    △７五歩    ▲８五桂    △８四歩     

▲９三桂成  △同 桂  ▲９四香    △９二歩    ▲９九香    △８三飛     

（第４図） 

 

 ▲７一桂成～▲６二金も△３一飛としていい感じ。端攻めに着手してきましたが、△７五歩

で角の利きを遮断、また△８三飛を攻防に利かせ上部への攻めも見ていきました。 

 

 
▲９三香成  △同 歩  ▲７一歩成  △同 銀    ▲同 金    △同 飛     

▲４四角    △８二金  ▲６六桂    △６五銀    ▲７四桂    △同 銀    

▲７三歩    △同飛上  ▲３七桂    △４一香    ▲２二角成  △５六桂    

▲２三馬    △６八角成 ▲同金寄    △同桂成    ▲同 金    △７六桂     

▲７八金    △７七桂  ▲９八玉    △８九銀    ▲９七玉    △７八銀不成 

▲同 銀    △８五歩  ▲７七銀    △８六歩    ▲８八歩    △８七金     
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▲同 歩    △同歩成  （投了図） 

まで 120 手で後手の勝ち 

 

▲７一歩成では▲８五歩～▲９五桂の筋が少し気になっていました。この時点で秒読み段階に

入っており、丁寧に受け切れるかというところだったので。本譜は▲７一歩成としてきたので

完全に受け切ることができました。この対局は序盤の駒組みの雑さを痛感させられた一局であ

り、そのため序盤の駒組みがいかに大切かということも学べました。

 
 

団体戦では結果４勝１敗で東日本大会への出場を決めることができました。後輩たちにはこ

の大会でよい経験を積んでもらえればと思います。個人戦についてはあまりいいところもなく

といった感じのベスト８でした。後輩の寺山君がベスト４進出というのは素晴らしいことだし

今年の秋季大会にも期待したいところです。新入生の田村君も団体戦では北大戦でも勝ち、見

事に大役をこなし、室工を準優勝に導いてくれたと思います。今後も頑張ったほしいですね。

将棋に取り組む時間も少なくなっており大会も個人としては満足のいく勝ち方ができた対局が

あまりなかったので悔いがないといえばうそになりますが、それも僕らしくていいのかなとも

思ったり。今後は趣味の一つとして将棋を楽しんでいければいいと思います。ＯＢの皆様には

今後もぜひ室工将棋部を影ながら見守っていただければ幸いです。 
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自戦記 
 

情報電子工学系 4 年 武田光貴 

 今回の大会結果を振り返りたいと思います．団体戦では樽商戦に出場し，1 戦 1 勝．個人戦は

ベスト 32 でした． 

 

 まずは団体戦についてです． 

団体戦 

２Ｒ：小樽商科大学 3 将 〇  4-1 〇 

 今回は珍しく小樽商科大学が団体戦に出場していました。相手大学の人数は３人しかいなか

ったため、こちらとしては３人中１人でも勝てば、団体戦に勝つことができるという 

かなり有利な状況でした。戦法はこちらが後手でゴキゲン中飛車、対して相手は石田流でした。

おそらく初心者のようで、序盤で角交換からの▲4 五角の両成りが決まったため、だいぶ有利に

進めました。その後も王手飛車が決まったりなど危なげなく勝つことができました。 

 

 次に個人戦についてです． 

個人戦 

予選 1 回戦 辰巳さん（北大） ◯ 

本戦 1 回戦 山口さん（北大） ● 

 

予選 1 回戦 辰巳さん（北大） ◯ 

 今回は北海道大学の辰巳さんとの棋譜を残したいと思います．前回は予選落ちだったため、今

回は何としても勝ちたいなと思っていました。実はこの対局は千日手の指しなおし局であり、前

局も似たような展開でしたがこちらが後手だったので、千日手にしました。 

  

先手：武田（室工） 

後手：辰巳（北大） 

 

▲５六歩    △８四歩    ▲７六歩    △８五歩    ▲７七角    △６二銀 

▲５八飛    △４二玉    ▲６八銀    △７四歩    ▲４八玉    △７三銀 

▲３八玉    △６四銀    ▲６六歩    △７三桂    ▲６七銀    △９四歩 

▲９六歩    △３二玉    ▲２八玉    △４二銀    ▲３八銀    △３四歩 

▲１六歩    △１四歩     
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 戦型は先手中飛車銀冠対後手居飛車エルモ囲いになりました。 

 

▲９七香    △９三香    ▲９八飛    △９二飛  ▲５八金左  △３一金     

▲４六歩    △５一金    ▲２六歩    △５四歩  ▲４七金    △５五歩     

▲２七銀    △５六歩    ▲同 銀    △８六歩  ▲８八飛    △８七歩成   

▲同 飛    △８五歩    ▲３八金    △８二飛  ▲６五歩 

 8 筋からの攻めが受からなかったので、さばきにいきました。局面図では銀あたりにもなって

いるので角交換は避け辛く、飛車が広くなる、玉の固さ的にも勝っていることから、少しだけ得

かなという印象でした。 

     

△７七角成  ▲同 飛    △６五桂    ▲同 銀    △６六角  ▲６四銀     

△７七角成  ▲同 桂    △６四歩    ▲５五角    △３三桂  ▲６四角     



13 

 

△５二飛    ▲５三歩    △６二飛    ▲７三角成  △６九飛成 

互いに持ち駒の大駒を成った局面です。さばき合いの結果桂得になりました。 

次の攻め方としては▲５四桂打が自然だと思いますが、この時はなぜか▲６三歩と微妙な手を

指していました。それまでは有利で進めていましたが、ここらへんで互角かやや不利くらいと感

じていました。 

 

▲６三歩    △５九飛    ▲３九桂    △４九銀    ▲４八銀    △３八銀成 

▲同 銀    △５八飛成  ▲５二銀    △５七金     

 この局面では▲同銀 △同龍 ▲同金 △４八銀 という攻め筋を読んでいましたが、本譜

のようになりました。こちらとしては金得をしてからその後にその金で受けているので、かなり

有利になった気がします。その後こちらも受け間違えて評価値がガッタガタになりました 

 

▲同 銀    △５二金  ▲同歩成    △４九銀    ▲４二と    △同 金     
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▲４八金打  △３八銀成 ▲同 玉    △４九龍寄  ▲２八玉    △４八龍寄   

  

相手がとうとう龍を切って攻めてきました。持ち駒的にもここさえ凌げれば勝てそうでした

が、相手玉には即詰はないため、気分的にはあまりよくありませんでした。 

 

▲同 金    △２七金  ▲同 玉    △３九龍    ▲２八銀    △３五桂     

▲１八玉    △２七銀  ▲同 銀    △同桂成    ▲同 玉    △２九龍     

▲３六玉     

秒読みであったものの、相手の寄せ方としては本譜通りの読みをしており、▲４五歩さえ入れ

ばそうそう自玉が捕まらないと踏んでいました。大駒の数も勝っていたため、場合によってはそ

のまま入玉を目指そうかと思っていました。幸いにも△２六龍と相手側も逃げ道を増やしたの

に対し▲３六桂と絶好の合い駒が打てたため、そのまま詰ますことができました。 

△３五桂  ▲４五歩    △２七龍    ▲４六玉    △４五桂    ▲８一飛     
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△２六龍  ▲３六桂    △５七桂成  ▲２二金    △同 玉    ▲３一角     

△３三玉  ▲２二銀 

まで 115 手で先手の勝ち 

 

 

本戦 1 回戦 山口さん（北大） ◯ 

 

 個人戦一回戦は北大 3 年の山口さんが相手でした。山口さんは同世代の中でも上位の棋力を

持っているので、気を引き締めてかからねばと感じていました。戦型は私が角交換四間飛車に対

して相手は居飛車の形でした。中盤で互いに角を打ち合いけん制しあっていましたが、角の引く

位置が悪くそれをとがめられ自陣に大きく傷を残して再度角交換に。終盤では自陣の傷が攻め

の拠点になってしまい負けてしまいました。 

 

 最後に、1 年ぶりに 2 位を奪還し東日本大会に出場することが決まりました。これも後輩たち

の活躍があってのものです。初出場ながらベスト１６に残った田村（1 年）や今の主力である 2

年生達がそれぞれ結果を出してくれており、卒業後も将棋部が安泰であると感じました。私事で

すが、今回の大会が最後の予定でしたが、結果があまり振るわなかったので秋季大会には個人戦

だけ出たいと思います。その時は応援よろしくお願いします。 
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自戦記 

4 年 情報電子工学系学科 江川耕平 

 

春季大会に出場し、個人の結果としては団体戦が 3 戦 3 勝、個人戦が１勝 1 敗でベスト 32 で

した。棋譜は団体戦での対学園、旭医の 2 局を載せます。 

最初の棋譜は北海学園大学の山下さんとの対局です。 

 

先手：江川 

後手：山下 

 

▲７六歩    △３四歩    ▲２六歩    △４四歩    ▲４八銀    △４二飛 

▲６八玉    △９四歩    ▲９六歩    △６二玉    ▲５八金右  △７二銀 

▲５六歩    △７一玉    ▲５七銀    △３二銀    ▲２五歩    △３三角 

▲７八銀    △８二玉    ▲７九玉    △４五歩    ▲３三角成  △同 銀 

▲８八玉    △３五歩    ▲６六歩    △３二金    ▲６七金    △４四飛 

▲１六歩    △３四飛    ▲６五角    △５四歩    ▲５五歩    △３六歩 

▲同 歩    △６四角    ▲５六銀    △４四銀    ▲５四角    △５五銀 

▲４五銀    △５四飛    ▲同 銀    △６六銀    ▲同 金    △２八角成 

▲４一飛    △６四馬    ▲６二歩    △７一金    ▲６五金    △３三角 

▲７七桂    △３一馬    ▲４六飛成  △３九飛    ▲５三歩    △６二金 

▲９五歩    △同 歩    ▲９四歩    △同 香    ▲４三銀打  △同 金 

▲同銀成    △７七角成  ▲同 玉    △８五桂    ▲６七玉    △７七銀 

▲５二歩成  △７八銀不成▲同 金    △６九飛成  ▲６八金    △５八銀 

▲５六玉    △６八龍    ▲６二と    △６五龍    ▲同 玉    △６四馬 

▲５六玉    △４六馬    ▲同 玉    △４七銀成  ▲同 玉    △４五飛 

▲４六銀    △４三飛    ▲７一角 

まで 93 手で先手の勝ち 

 

 

北海学園大学の山下さんは私の高校時代の後輩で、以前 1 回大学将棋での大会で対局したこ

ともあって、大まかな戦法はわかっていて、予想通り四間飛車でした。 

この対局での反省点としては、33 手目▲６五角(図参照)が、何故か次の△５四歩を考えずに

指してしまったので、そんなに悪くなるような手ではないがこの辺りで時間消費が激しく中終

盤苦労する結果となったので、もう少し考えてから指して、そこからは想定内の指し方をするか、

すぐ悪くなるような手ではないからと早く指してしまう方が良かったのかもしれない。また、59
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手目▲５三歩から時間に追われて何を指すべきかわからず悪い手を指してしまったので、もう

少し冷静になれていたらよかったと思う。実際、手駒を全て消費してしまったため、66 手目で

△同金でなく△２二馬を指されたらこちらからいい受けがなく負けてしまっていたと思う。そ

のため、この対局を通しての感想としては、もう少し冷静になってかつ、難しく考えすぎないよ

うしていけたら良かったと思う。 

 

 次に旭川医療大学の斎藤さんとの対局です。 

 

先手：斎藤 

後手：江川 

 

▲２六歩    △３四歩    ▲２五歩    △３三角    ▲７六歩    △２二銀 

▲４八銀    △８四歩    ▲７八金    △８五歩    ▲３三角成  △同 銀 

▲８八銀    △６二銀    ▲７七銀    △７四歩    ▲４六歩    △７三桂 

▲６八玉    △３二金    ▲３六歩    △６四歩    ▲３七桂    △４二玉 

▲４七銀    △６三銀    ▲４八金    △５四銀    ▲２九飛    △５二金 

▲１六歩    △１四歩    ▲９六歩    △９四歩    ▲５六銀    △３一玉 

▲７九玉    △４四歩    ▲６六歩    △８四角    ▲４五歩    △６五歩 

▲４四歩    △６六歩    ▲５八金    △４四銀    ▲３五歩    △６五銀 

▲２四歩    △同 歩    ▲２二歩    △同 玉    ▲４五銀    △３五銀 

▲３四銀    △３三歩    ▲２三歩    △３一玉    ▲４五銀    △４四歩 

▲１七角    △４五歩    ▲３五角    △６七銀    ▲同金右    △同歩成 

▲同 金    △６六歩    ▲６八金    △６七金    ▲６九歩    △７七金 

▲同 金    △７六銀    ▲同 金    △６七歩成  ▲４五桂    △４四歩 
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▲８八玉    △８六歩    ▲同 歩    △８七歩    ▲９八玉    △９五歩 

▲４四角    △９六歩    ▲８七玉    △７八銀    ▲８八玉    △８七歩 

▲９八玉    △９七歩成  ▲同 桂    △９二飛    ▲９六歩    △同 飛 

▲２二金    △同 金    ▲同歩成    △４一玉    ▲３二と    △同 玉 

▲３三桂成  △同 桂    ▲同角成    △同 玉    ▲３四歩    △４二玉 

▲３三歩成  △同 玉    ▲３四歩    △４二玉    ▲３三歩成  △同 玉 

▲３四歩    △４二玉    ▲３三銀    △５一玉    ▲４二金    △同 金 

▲同銀成    △６一玉    ▲５二銀    △７一玉    ▲７二歩    △８一玉 

▲７一歩成  △同 玉    ▲８三桂    △８一玉    ▲９一桂成  △同 玉 

▲９二歩    △同 飛 

まで 134 手で後手の勝ち 

この対局は相居飛車となった。旭医の斎藤さんは以前の秋季大会でも対局したことがあり、そ

の時は今回と同じ相居飛車でこちら側が負けていたためリベンジが果たせてよかったと思う。

対局自体は相腰掛銀のよく見るような展開となったが、個人的には結局相腰掛銀ってどうのよ

うに指していけばよいのかわからなかったので、40 手目の△８四角(図参照)とかもどこかでこ

んな角打ち見たなくらいの考えで指していたのであまり自信はなかったので、勉強の必要を感

じました。その後の展開としてはこちら側が非常に攻められていて負けていると感じていてが、

相手側も相手側で負けていると感じていたらしく、自戦記を書く段階で改めて棋譜を見ると、た

しかに相手側の方が良い攻めがなく銀が取られて攻められやすい形だったので、こちらが少し

優勢だったと思う。 

この対局での一番の反省点としては 94 手目で△９二飛(図参照)としたが、逆転されることは

ないにしても△9 六歩とした方が良かったと思う。実際この手自体はしっかり見えていたが、△

9 二飛でもあまり変わらないか考え指したので、30 秒はあるので時間一杯に考えるべきだった

と思う。 
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２０１９春季大会     情報電子工学系学科４年 佐々木大輝 

 

・ 総評 

今回の大会は、大学将棋で新人戦の次に参加した大会でした。また、団体戦には出場せず個人戦

のみの参加でした。大会の印象は六大学が参加し、出場者も５０人ぐらいいて大きな大会である

ことが感じられました。 

 団体戦では、北大につづいて準優勝しており、勝ち数も多く部の強さを感じ人数でも充実して

いたと思いました。 

 個人戦では、予選は二戦両方ともゴキゲン中飛車をし、一戦目は惨敗し、二戦目は一戦目の反

省も生かし、相手のミスにも助けられ勝利でき、予選を通過することができた。 

本選は０戦となり、運の悪さを感じた。内容は両方とも居飛車の戦いになり、寄せきれず負けて

しまった。詳しい内容は次の項目で示す。 

 以上のことから秋季大会は団体戦も出場したいと思います。また、寄せるのが下手で終盤力の

無さを痛感させられました。次回は、終盤力をつけベスト３２は残りたいと思います。 

 

・対戦内容 

予選一回戦 

先手佐々木（室）ｖｓ後手寺井（千） 

ゴキゲン中飛車ｖｓ超速三７銀（二枚銀戦法） 

先手を取ったら、ゴキゲン中飛車をしようと決めていた。相手は対抗した超速３七銀できました。

お互い形を作り合った形でした。こちらから攻め、五筋の歩を交換しようとしたが、５五歩と指

され、飛車の退路を塞がれてしまいました。仕方がなく、飛車と金を交換したが、さすがに飛車

がないと、攻めが続かず、攻められ続けられる惨敗の結果になってしまいまいた。 

 

予選二回戦 

先手佐々木（室）ｖｓ後手谷（北） 

ゴキゲン中飛車ｖｓゴキゲン中飛車 

二戦目もゴキゲン中飛車を指しました。この棋譜は下にのせ、変化図もそれぞれ示します。 

まず、こちらは相手が超速３七銀で来ると思いましたが、変化図１のとおり５七飛車と振り、相

中飛車の形になりました。あまり経験が少ない形になりました。手が進み、こちらは片美濃囲い

と攻撃の手が決まりましたが、一戦目で攻めて飛車を取られてしまったので、 

相手が攻めてくるのを待ちました。本来は相手が１～４筋から攻めてくるのでよくないですが、

銀冠を目指し、こちらとしては攻めやすくなりました。相手が攻めてきて、銀交換し、変化図３

より、こちらは２一銀成として銀を桂馬と交換し、駒損ですが、攻めが続いた気がしますが、解

析では悪手でした。こちらは攻め続けて、変化図４、４六角として相手はかなり嫌がっている感

じがしました。ここから、連続で攻め続けていましたが、寄せ筋は見えておらず、入玉されたら
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負けていた気がしますが、最終手は、相手が金張りを見逃し勝利しましたがあまりきれいな勝ち

方ではありませんでした。 

 

本選０回戦 

先手（北）ｖｓ後手佐々木（室） 

居飛車右玉ｖｓ矢倉棒銀 

大会ではじめて後手になりました。感想戦ができなかったので、詳しくは覚えていません。 

相手は２六歩として居飛車であることがわかりました。こちらは金矢倉に囲えて守りは万全で

した。少し攻めは遅れた気がしましたが棒銀は成功し攻めは良くできた気がしました。終盤力が

ないため、玉を右から左に逃げられなかなか詰ますことができませんでした。詰ます途中で、飛

車と金を交換したのが敗戦の一番の原因だと思いますが、相手に上、横、斜めか大駒に攻められ、

詰まされてしまいました。矢倉に囲んだのに右玉に負けたとても悔しい結果になりました。やは

り終盤力の強化が必要だと感じました。 

 

・第２戦棋譜 

 

開始日時：2019/05/4 

表題：2019 春季大会 

棋戦：中飛車ｖｓ中飛車 

戦型：ゴキゲン中飛車 

先手：佐々木（室） 

後手：谷（北） 

 

▲５六歩    △３四歩    ▲５八飛    △５四歩    ▲４八玉    △５二飛 

▲３八玉    △６二玉    ▲２八玉    △７二玉    ▲３八銀    △８二玉 

▲１六歩    △１四歩    ▲９六歩    △９四歩    ▲６八銀    △４二銀 

▲５七銀    △５三銀    ▲６六銀    △４四銀    ▲７六歩    △７二銀 

▲７八金    △３二金    ▲５九飛    △５一飛    ▲７七桂    △８四歩 

▲５八飛    △６四歩    ▲５九飛    △８三銀    ▲５八飛    △７二金 

▲５九飛    △４二金    ▲５八飛    △５三金    ▲５九飛    △７四銀 

▲７五銀    △同 銀    ▲同 歩    △７六銀    ▲３二銀    △１三角 

▲２一銀成  △同 飛    ▲４六桂    △３三銀    ▲６五桂    △同 歩 

▲３三角成  △２二角    ▲同 馬    △同 飛    ▲５四桂    △同 金 

▲７四歩    △同 歩    ▲４六角    △６四金    ▲５三銀    △７三銀 

▲６四銀成  △６一桂    ▲７三成銀  △同桂左    ▲６四銀    △８三玉 

▲５五歩    △７五歩 
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変化：  74 手 

△８五歩    ▲５四歩    △８四玉    ▲５三歩成  △８二銀    ▲６三と 

△同 金    ▲同銀成    △６一桂    ▲６四金    △９三玉    ▲７四金 

△８三角    ▲８四金打 

 

 

      変化図１             変化図２ 

 

 

      変化図３           変化図４ 
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自戦記 

3 年 齋藤滉太 

 

今回の大会では団体戦では 1 勝 2 敗、個人ではベスト 16、という結果となり団体戦で全く不甲

斐ない結果となってしまいました。今回の自戦記では団体戦の反省と共に個人、団体の対局を振

り返ります。 

団体戦 旭川医大 

先手：板倉 

後手：齋藤 

▲７六歩      △８四歩      ▲６八銀      △３四歩      ▲６六歩      △６二銀 

▲６七銀      △６四歩      ▲６八飛      △６三銀      ▲４八玉      △７四歩 

▲５八金左    △７三桂      ▲３八玉      △４二玉      ▲２八玉      △３二玉 

▲１六歩      △１四歩      ▲３八銀      △５二金右    ▲５六歩      △２四歩 

▲７七角      △２三玉      ▲２六歩      △３二銀      ▲３六歩      △１二玉 

▲６九飛      △２三銀      ▲３七桂      △３二金      ▲６八角      △９四歩 

▲９六歩      △８五歩      ▲９八香      △８一飛      ▲２七銀      △５四銀 

▲３八金      △４四歩      ▲９五歩      △同 歩      ▲７五歩      △８四飛 

▲２五歩      △３三角      ▲２四歩      △同 銀      ▲７九飛      △７五歩 

▲同 飛      △７四歩      ▲７九飛      △８六歩      ▲同 歩      △８八歩 

▲９七桂      △４三銀      ▲１五歩      △２三玉      ▲１四歩      △２五歩 

▲２六歩      △同 歩      ▲同 銀      △２五歩      ▲同 桂      △１四香 

▲同 香      △同 玉      ▲３三桂成    △同 金      ▲２五歩      △１五銀 

▲同 銀      △同 玉      ▲１八香      △１六歩      ▲同 香      △同 玉 

▲１九飛      △２五玉      ▲１四角 

まで 87 手にて先手板倉勝ち。 

本体局の評価値は以下の図１のようになった。 

今回の対局では先手が順調に攻め後手の隙を的確に咎められ先手勝ちとなった。下図 2 は本対

局の分岐点となった局面である。この 43 手目では私は４四歩としてしまったがここでは３三角

とさせば玉頭から一気につぶされずに済んだ。この対局では明らかに経験の差が出てしまい自

分の得意な形にできなかった。 
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図 1 板倉戦評価グラフ（elmo) 

 

図 2 43 手目、本対局の分岐点 
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個人戦 学園佐藤戦 

先手：齋藤 

後手：佐藤 

▲２六歩      △８四歩      ▲２五歩      △８五歩      ▲７八金      △３二金 

▲２四歩      △同 歩      ▲同 飛      △２三歩      ▲２八飛      △３四歩 

▲５八玉      △５二玉      ▲１六歩      △７二銀      ▲７六歩      △８六歩 

▲同 歩      △同 飛      ▲８七歩      △８四飛      ▲１五歩      △７四歩 

▲１四歩      △同 歩      ▲１三歩      △同 香      ▲２二角成    △同 銀 

▲１二角      △３三桂      ▲２一角成    △４二玉      ▲７七桂      △７三桂 

▲１七桂      △７五歩      ▲２五桂      △４五桂      ▲１三桂成    △同 銀 

▲４六香      △４四歩      ▲２六飛      △７六歩      ▲４五香      △７七歩成 

▲同 金      △４五歩      ▲８六飛      △８五歩      ▲５六飛      △５二金 

▲７六飛      △４三金右    ▲５五桂      △５四金      ▲３二馬      △同 玉 

▲４三金      △２二玉      ▲６三桂成    △７五歩      ▲７二成桂    △７六歩 

▲７三成桂    △７七歩成    ▲２五桂      △４六桂      ▲４八玉      △５六桂 

▲同 歩      △５七角      ▲同 玉      △６六角      ▲同 歩      △６七金 

▲４八玉      △５八飛 

まで 80 手にて後手佐藤の勝ち 

この対局は先手の無理攻めを咎められ終始圧倒される形で終わった。実践的には怖い攻めにな

るであろうと感じていたが５七の地点を桂馬で狙われると反撃が厳しく後手がリードする展開

となっていった。下図４の 69 手目の２五桂馬では秒読みであればチャンスがあるかもしれない

と思っていたが完全に読み切られ負けてしまった。 

 

図 3 佐藤戦評価グラフ（elmo) 
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図 4 佐藤戦 69 手目 

４局目 北大戦 

 

後手齋籐 

▲７六歩    △８四歩    ▲５六歩    △８五歩    ▲７七角    △３四歩 

▲６六歩    △６二銀    ▲６八銀    △５二金右  ▲５七銀    △４二玉 

▲３六歩    △３二銀    ▲６八飛    △１四歩    ▲１六歩    △５四歩 

▲４八玉    △５三銀    ▲３八銀    △７四歩    ▲５八金左  △３一玉 

▲３九玉    △９四歩    ▲９六歩    △３三角    ▲３七桂    △４四銀 

▲４六銀    △７三桂    ▲６五歩    △４二角    ▲２八玉    △８四飛 

▲２六歩    △７五歩    ▲同 歩    △同 角    ▲７八飛    △６五桂 

▲４四角    △７七歩    ▲同 桂    △４四歩    ▲６五桂    △７四歩 

▲５五歩    △８六歩    ▲５四歩    △８七歩成  ▲７五飛    △同 歩 

▲５三歩成  △同 金    ▲同桂成    △８九飛    ▲４三桂    △２二玉 

▲３一角    △同 金    ▲同桂成    △７六角    ▲３二成桂  △同 玉 

▲４二金    △２二玉    ▲３一銀 

まで 69手で先手の勝ち 

 

この対局では序盤の相手の作戦にうまくはまってしまったのと大きなミスが敗因だと思われ

ます。 
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この手順で相手は袖飛車を匂わしてきた。しかしここでは特にこちらが悪いわけではない。 

 

 

 
この角上がりが悪手であった。       最悪の桂飛びであった。 

  

まとめとしまして今回の大会で団体として最下位となってしまった原因の一つとしまして、自

身の序盤力に大きく問題があったためではないかと感じました。今後の将棋部の活動の中で部

員個々のスキルアップはもちろんだとは存じますが、自身の棋力を上げていかなければならな

いと感じました。特に序盤力、そして秒読みになったときの終盤力が北大などに比べ、自分に

は大きく欠けていると感じました。次回の大会では尽力したいと思います。 
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自戦記 
 

応用理化学系学科 2 年 寺山拓臣 

 

 今年の春季大会では団体戦、個人戦の両方に参加しました。全体的な将棋の反省としては時

間がなくなったときの読みの遅さや判断ミスなどが顕著だったように思います。また、定跡に

関しても研究不足で余分に時間を使ってしまったりなど勉強不足を痛感しました。今回はその

中でも団体戦と個人戦 1 局ずつ詳しく書いていきたいと思います。 

 

団体戦 

二回戦 小樽商科大学 

 

先手 西本 

後手 寺山 

 

▲２六歩    △３四歩    ▲２五歩    △３三角    ▲４八銀    △８四歩 

▲７六歩    △３二銀    ▲３三角成  △同 銀    ▲８八銀    △３二金 

▲７七銀    △６二銀    ▲７八金    △７四歩    ▲３六歩    △６四歩 

▲４六歩    △４二玉    ▲６八玉    △１四歩    ▲９六歩    △９四歩 

▲１六歩    △６三銀    ▲４七銀    △７三桂    ▲３七桂    △８五歩 

▲２九飛    △８一飛    ▲４八金    △６二金    ▲７九玉    △５四銀 

▲５六銀    △４四歩    ▲８八玉    △６五銀    ▲５五銀    △４三角 

▲６四銀    △７六銀    ▲６三銀成  △７七銀成  ▲同 桂    △８六歩 

▲同 歩    △７六銀    ▲９七銀    △６六歩    ▲同 歩    △６三金 

▲７二角    △６七銀打  ▲８一角成  △７八銀成  ▲同 玉    △６七金 

▲６九玉    △７七銀不成▲５九玉    △６二金    ▲８二飛    △５二金 

▲６一銀    △７六角    ▲５二飛成  △３一玉    ▲６九金    △７八銀成 

▲５八金上  △同 金    ▲同 金    △３八金    ▲２四歩    △同 歩 

▲２三歩    △４一桂    ▲２四飛    △４三角    ▲２二金 

まで 83 手で先手の勝ち 

 

この対局では、仕掛けたのは自分からでしたがそのときはあまり自身がなく、結果的にこちら

の無理責めをかわされて、負けた将棋でした。 
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左の図はお互いに攻め合いを始めたときの図です。本局ではここから△７七銀成 ▲同 桂  △

８六歩 ▲同 歩  △７六銀  ▲９七銀 と進み、攻めがからぶってしまったように思いま

す。実践では、△７七銀成 の他に△8 六歩、△6 六歩も考えていて、とても迷いました。△8

六歩 は▲同銀 でそのあとの攻めが思いつかず、△6 六歩 は▲7 六銀 △同角 ▲6 六歩 

で仮に銀をとって 6 七に打っても▲7 七金でしのがれていると考えていました。しかし、本譜

の攻めもきれいに相手玉を右側に逃がしてしまい、あまり良い攻めとはいいきれませんでし

た。対局後、冷静に考えてみると、△8 六歩 ▲同銀 には△6 三金～△8 六飛 ときる手があ

り△6 六歩 も絡ませれば攻めれることが分かりました。また、右の図のときに自分が長考し

てしまい終盤に時間を残せなかったこともあり、もっと正確で早い読みを身につけていきたい

と思いました。 

左の図では、ここから△3 八金 とし、これが詰めろではなかったため▲2 四歩 から一気に

寄せられてしまいました。ここでは△5 五桂 が詰めろになっており先手側も受けにくいこと

が分かりました。実践で自分も 3 八に金を打ったあとにその手に気づき、悔しい思いをしまし

た。本局でもそうですが、時間がないと極端に手が見えなくなることが多く、もっと詰め将棋

などで補っていきたいと思いました。 

 

 

個人戦  

予選 

 

先手 番場 

後手 寺山 
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▲７六歩    △３四歩    ▲７五歩    △４二玉    ▲６六歩    △６二銀 

▲７八飛    △８四歩    ▲４八玉    △８五歩    ▲７六飛    △３二銀 

▲３八銀    △３一玉    ▲１六歩    △１四歩    ▲６八銀    △６四歩 

▲６七銀    △６三銀    ▲３九玉    △９四歩    ▲９六歩    △５二金右 

▲７七角    △２四歩    ▲５八金左  △３三角    ▲５六銀    △５四銀 

▲４六歩    △２三銀    ▲３六歩    △４二金寄  ▲２六歩    △３二金上 

▲３七桂    △２二玉    ▲２八玉    △１二玉    ▲４七銀引  △４四角 

▲４五歩    △３三角    ▲５六歩    △８四飛    ▲６八角    △６五歩 

▲７四歩    △６六歩    ▲７三歩成  △６七歩成  ▲同 金    △９九角成 

▲７四と    △８九馬    ▲７八歩    △６五銀    ▲８四と    △７六銀 

▲同 金    △６九飛    ▲６一飛    △７八馬    ▲５九銀    △３五歩 

▲５八銀引  △６八飛成  ▲同 銀    △３六歩    ▲７一飛打  △２二金 

▲８一飛成  △３七歩成  ▲同 銀    △３六歩    ▲同 銀    △３五歩 

▲４七銀引  △３六桂    ▲３八玉    △２八角    ▲３七歩    △１九角成 

▲３六歩    △４六桂    ▲４八玉    △５八桂成  ▲同 金    △４六銀 

▲４九桂    △３六歩    ▲３八歩    △４七銀成  ▲同 金    △４六香 

▲５七玉    △４七香成  ▲６六玉    △４六馬    ▲３一銀    △５六馬引 

▲７五玉    △４一香    ▲４二銀成  △同 香    ▲５七歩    △４五馬右 

▲９一龍    △６三歩    ▲７四香    △９一馬    ▲同飛成    △５五馬 

▲５一龍    △９九飛    ▲３五桂    △９六飛成  ▲２三桂成  △同 金 

▲４二龍    △２二銀    ▲６七香    △６四金    ▲同 香    △６六銀 

まで 126 手で後手の勝ち 

 

この対局では、はじめから優勢でそのまま押し切ることができましたが、攻め方が正確ではな

かったり、詰み逃しがあったりなど、自分にとっても多くの問題が残る対局になりました。 
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左の図は、ここから△６五銀  ▲８四と  △７六銀 ▲同 金  △６九飛  ▲６一飛    △７

八馬 と進みました。銀損したとはいえ、先手玉の左金を囲いと反対方向にもっていくことが

でき、優勢を意識していました。しかし、本譜では△6 九飛 に▲6 一飛としてくれたため、

△7 八馬 から玉頭攻めをすることができましたが、△6 九飛 に▲4 六角とされていると、後

手も少し困っているように感じました。▲9 一角成 までされると馬が自陣にもきいてやりに

くいし、かといって後手側の攻めも実践だと難しかったように思います。馬を作って、飛車交

換するところまでは読んでいた筋だったので、時間を使っていた分攻め筋もちゃんと検討でき

れば良かったと思いました。 

右の図では、ここから△３六歩  ▲同 銀  △３五歩 ▲４七銀引  △３六桂  ▲３八玉    

△２八角 と進みました。このあと短時間でうまく攻める筋を見つけることができず、結局、

相手玉を左側に逃がしてしまいました。あとから見つけた手順ですが、△3 六歩 ▲同銀 に

△6 八馬～△4 六角 として王手竜取りをかけて、左側から圧をかけていった方が寄せもわか

りやすかったように思います。その他、玉を左に逃がした後の対が変だったり、△9 九飛 と

打ったあとに詰みを逃していたりなど時間に追われたときの弱さが出てしまいました。 

 

今回の反省をもとに定跡勉強や詰将棋など改めて見直していきたいと思いました。また、時間

の使い方に関しても気をつけていきたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

応用理化学系学科 2 年 田島弘都 

今回は 2 回目の団体戦出場でした。2 試合に出場し、1 敗 1 不戦勝でした。個人戦のほうは 1 勝

2 敗で予選敗退となり、どちらも悔しい結果になりました。秋ではもっと勝てるようにしたいで

す。 

 

 

まずは、北海道大学戦の棋譜を紹介します。 

 

▲７六歩    △８四歩    ▲５六歩    △６二銀    ▲５八飛    △８五歩 

▲７七角    △４二玉    ▲４八玉    △３二銀    ▲６八銀    △７四歩 

▲３八玉    △３一玉    ▲１六歩    △１四歩    ▲２八玉    △５二金右 

▲３八銀    △６四歩    ▲６六歩    △９四歩    ▲５七銀    △４四歩 

▲６八飛    △７三桂    ▲７八飛    △３四歩    ▲５九角    △６三銀 

▲７五歩    △８四飛    ▲５五歩    △７五歩    ▲同 飛    △７四銀 

▲７八飛    △５四歩    ▲同 歩    △４五歩    ▲５八飛    △６五歩 

▲５六銀    △６六角    ▲７七角    △同角成    ▲同 桂    △５七歩 

▲６四角    △２二玉    ▲５七飛    △６三金    ▲５五角    △３三桂 

▲５三歩成  △８六歩    ▲６三と    △６六角    ▲同 角    △同 歩 

▲７三と    △７五銀    ▲２六桂    △８七歩成  ▲８五歩    △６四飛 

▲５五銀    △６七歩成  ▲６四銀    △５七と    ▲１五歩    △同 歩 

▲３四桂    △１三玉    ▲３五角    △２四歩    ▲２二飛 

まで 77 手で先手の勝ち 

 

 

先手中飛車に対して後手の私が角道を開けない左美濃でした。仕掛けたあたりは、少し良いと思

ってましたが、中盤良くない手を指し、じわじわと差を広げられそのまま負けてしまいました。 
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44 手目、本譜は 6 六角としましたが、これが疑問手で、角をでるなら 5 七歩と叩いてから、す

るべきだと思いますし、6 六歩のほうが銀がさばけそうで良さそうだと思いました。 

52 手目、本譜は 6 三金と上がりましたが、これは悪手で 7 五角と打てば 5 三歩成が防げて、同

角とするなら同銀として飛車が横にも働くようになるのでいいと思いました。 

 

次は個人戦予選 2 回戦目の棋譜を紹介します 

 

▲７六歩    △３四歩    ▲２六歩    △４四歩    ▲４八銀    △３二銀 

▲２五歩    △３三角    ▲６八玉    △４三銀    ▲７八玉    △３二飛 

▲５六歩    △６二玉    ▲９六歩    △９四歩    ▲６八銀    △７二玉 

▲７九金    △８二玉    ▲１六歩    △１四歩    ▲５七銀右  △７二銀 

▲５九金    △５二金左  ▲３六歩    △６四歩    ▲４六銀    △５四歩 

▲２六飛    △７四歩    ▲３七桂    △６三金    ▲３五歩    △７三桂 

▲３六飛    △２二角    ▲５五歩    △同 歩    ▲同 角    △３五歩 

▲同 銀    △３四歩    ▲４六銀    △５四金    ▲８八角    △３三桂 

▲２六飛    △１三角    ▲１五歩    △５二飛    ▲１四歩    △４六角 

▲同 歩    △３五銀    ▲１六飛    △１五歩    ▲同 飛    △２六銀 

▲１六飛    △３七銀成  ▲４一角    △５三金    ▲２三角成  △６三金 

▲５七歩    △２五桂    ▲２六飛    △４七成銀  ▲３三馬    △５七成銀 

▲同 銀    △同飛成    ▲６八銀    △３七龍    ▲２五飛    △８四桂 

▲４三馬    △３八龍    ▲４四角    △４二歩    ▲同 馬    △５七銀 

▲５八歩    △６八銀成  ▲同金左    △４八銀    ▲６九金寄  △６五桂 

▲２一飛成  △５一歩    ▲同 馬    △７六桂    ▲７一銀    △９三玉 

▲８五桂 

まで 97 手で先手の勝ち 
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私が elmo 囲い急戦で後手が三間飛車でした。仕掛けの段階では、あまり自信がなかったので

すが、相手のミスもあって中盤良くなりました。途中慎重になりすぎて、少し悪くしました

が、リードが結構あったので、勝ち切れました。 

 

 

 
41 手目、本譜は 5 五角としましたが、先に 3 四歩指して、同銀に 5 五角とすると３三歩と叩く

手があるので、ただ出るより良さそうだと思いました。67 手目本譜は 5 七歩と打ちましたが、

これは消極的な手で 3 三馬としたほうが、あまり複雑な展開にはならなかったと思いました。 

 

今回の大会は中盤に良くない手があって、そのまま終盤になって負けてしまうことが多かった

です。もっと対局して悪手が減るようにしていきたいと思いました。 
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春季大会自戦記 

情報電子工学系学科 ２年 植西祐太 

春季大会の出場は今回が初めてであり成績は団体戦、個人戦ともに２戦１勝１敗であった。 

以下に内容を記す。 

 

１.団体戦 

１-１ 対酪農戦 

居飛車一直線穴熊対中飛車美濃の将棋であった。こちらは松尾流から銀冠穴熊の組み替えに成

功し、まずまずの序盤戦だと思っていた。しかし、両者ともに攻め手に欠け、中盤戦が長くつづ

いた。こちらが５筋から仕掛けたところで相手のミスもあり、一変に優勢になった。 

本譜はそのまま相手の時間切れ負けにより、勝利した。穴熊に組んでからの仕掛けが今後の課題

だ。 

１-２ 対北大戦 

居飛車高美濃対中飛車高美濃の将棋であった。こちらが５筋から仕掛けたところで急に激しい

展開となり、形勢不明の中盤戦となった。最終盤、相手の端攻めで詰まされるかと思ったが、打

ち歩詰めの状況になり、ぎりぎり詰みを回避できた。しかし、秒読みの状態になったことで手が

見えなくなり（頭が真っ白になり）、詰みを見逃し負けてしまった。強敵相手だったこともあり、

勝ちに行くというより、なんとか接戦にしよう、なんとか１手差にしようという気持ちで臨んだ。

中盤までは時間も余っていたため、開き直って指すことができたが、最終盤の秒読みの状態で焦

りが出てしまった。 

２.個人戦 

２-１ 横田さん（樽商）との対局 

居飛車銀冠穴熊対四間飛車銀冠→中飛車の将棋であった。こちらは銀冠穴熊を完成させてから、

２→３→５筋から仕掛け、うまく攻めをつなげることができた。じりじりと優勢を拡大し、その

まま勝つことができた。 

２-２ 橋本さん（北大）との対局 

居飛車一直線穴熊対中飛車美濃の将棋であった。先手の相手は一直線に銀を繰り出し、７→５筋

から仕掛けてきた。こちらはその対処を誤り、不利になってしまった。中盤でも欲張った手を指

してしまい、劣勢のまま終盤になってしまった。最終盤、こちらも勝負手を放ったが相手に手堅

く受けられそのまま負けてしまった。序盤、相手の早指しに乗せられ、こちらが雑な駒組みにな

ってしまったのが今回の一番反省点である。一直線に銀を繰り出してくる形（特に相手が先手の

時）はより繊細な駒組みが必要であるということを痛感した。 

 

今回は団体戦の２局の棋譜を紹介する 
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対酪農戦 

先手：大森さん（酪農） 

後手：植西 

▲５六歩    △８四歩    ▲７六歩    △６二銀    ▲５八飛    △４二玉 

▲４八玉    △３二玉    ▲３八玉    △５二金右  ▲２八玉    △８五歩 

▲７七角    △３四歩    ▲６八銀    △４四歩    ▲１六歩    △３三角 

▲１五歩    △２二玉    ▲５七銀    △１二香    ▲４六銀    △４三金 

▲３八銀    △１一玉    ▲５五銀    △２二銀    ▲４六歩    △３二金 

▲６六銀    △５一銀    ▲５五歩    △４二銀    ▲６五銀    △２四角 

▲６八角    △６四歩    ▲５六銀    △３一銀右  ▲７八金    △７四歩 

▲５九飛    △９四歩    ▲９六歩    △７三桂    ▲６六歩    △３三角 

▲６七銀    △２四歩    ▲７七桂    △２三銀    ▲５六銀    △２二銀 

▲６五歩    △同 歩    ▲同 桂    △同 桂    ▲同 銀    △６二飛 

▲６六歩    △７二飛    ▲８九飛    △７五歩    ▲同 歩    △同 飛 

▲７六歩    △６七歩    ▲５七角    △７七歩  Ａ▲８八金    △７二飛 

▲７七金    △４五歩    ▲５六銀    △４六歩    ▲同 角    △６八歩成 

▲同 角    △８二飛    ▲５七角    △４二金引  ▲６九飛    △２五歩 

▲４六歩    △４三金直  ▲６五歩  Ｂ△５四歩    ▲６六角    △５五歩 

▲６七銀    △５二飛    ▲７五角    △５六歩    ▲５三歩    △７二飛 

▲６六銀    △５七桂    ▲５九飛    △４九桂成  ▲同 銀    △７五飛 

▲５六飛    △５五歩    ▲５八飛  Ｃ△７六飛 

まで 106 手で時間切れにより後手の勝ち 

A                         B                          C 

 

A;△６５飛▲同歩△７８銀▲５９飛△６８歩成▲同角△６７銀成という攻めがあった。 

B;△５四歩でようやく本格的な戦いとなった。一応、この時点でソフトの評価値は 

 -700（後手有利）だったようだ。 

C;終局図 ソフトの評価値は-3500(後手勝勢) 
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対北大戦 

先手：植西 

後手：國友さん（北大） 

▲７六歩    △３四歩    ▲６六歩    △１四歩    ▲７八銀    △５四歩 

▲４八銀    △４二銀    ▲６八玉    △５五歩    ▲５八金右  △５二飛 

▲６七金    △６二玉    ▲７九玉    △７二玉    ▲２六歩    △５三銀 

▲２五歩    △３三角    ▲４六歩    △５四銀    ▲４七銀    △８二玉 

▲３六歩    △７二銀    ▲３七桂    △３二飛    ▲１六歩    △５二金左 

▲７七角    △６四歩    ▲８八玉    △６三金    ▲９六歩    △９四歩 

▲５六歩    △３五歩    ▲２四歩    △同 角    ▲５五歩    △３六歩 

▲５四歩    △３七歩成  ▲２四飛    △同 歩  Ａ▲４一角    △４七と 

▲３二角成Ｂ△５七と    ▲同 金    △３七飛    ▲４三馬    △５七飛成 

▲６八銀    △４六龍    ▲５三歩成  △４三龍    ▲同 と    △８四桂 

▲６七銀直  △９五歩    ▲５四歩    △９六歩    ▲９八歩    △４六角 

▲５三歩成  △９七歩成  ▲同 歩    △９八歩    ▲６三と    △９九歩成 

▲７二と    △同 金    ▲９九玉    △９八歩    ▲同 玉    △９二香打 

Ｃ▲６一銀    △７一金打  ▲７二銀成  △同 金    ▲４二飛    △９七香成 

▲同 桂    △同香成    ▲同 玉    △８五桂    ▲８六玉    △９七銀 

▲８五玉    △９三桂    ▲９五玉    △９四歩    ▲同 玉    △８五銀 

▲９五玉  Ｄ△１九角成  ▲９二飛    △同 玉    ▲７二飛成  △８二飛 

▲同 龍    △同 玉    ▲４二飛    △７二香    ▲９二金    △同 玉 

▲７二飛成  △８二金    ▲同 龍    △同 玉    ▲９四桂    △同 銀 

▲同 玉    △９一飛    ▲９二歩    △同 玉    ▲７二金    △８二桂 

まで 120 手で後手の勝ち 

A                            B 

 
A;この時点のソフトの評価値はほぼ０であった。 

B;相手の５七とで先手有利（+700）となった。代えて５七歩なら互角だったようだ。 
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C                           D 

 
C;相手に△９七香成▲同桂△同香成▲同玉△８五桂▲８六玉△９六金▲８五玉△９三桂 

▲９四玉△８五銀までの詰みがあった。この瞬間だけ後手が勝ちになっていたようだ。 

D;▲７二飛成△同玉▲６二金△同玉▲４二飛△６三玉▲５二飛成△７四玉▲７五金までの詰み

があった。また、▲９二飛△同玉▲７二飛成△８二飛▲９一金△同玉▲８一金 

△同飛▲９二金でも詰みだった。前者の詰みは時間があればまず間違えないが、対局中は 

頭が真っ白で、恥ずかしながらまったく見えていなかった。 

 

 

検討ソフト：Dolphin NNUEkaiX 
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自戦記 

                   機械航空創造系 2 年 木村将基 

今回は団体戦の小樽商科大学戦、北大戦と個人戦に参加しました。団体戦では 1 勝 1 敗、個人戦では 0 勝 2 敗

となりトーナメント出場とはなりませんでした。本大会では中飛車をメインに指したのですが、対策の不十分さ

の他、寄せの甘さが原因となって負けた対局が多くありました。新学年一回目の大会の結果としてはひどいもの

でしたが、この悔しさをバネに次の大会では主戦力となれるように、より一層努力していく次第です。 

 

自戦記では団体戦の北大戦、個人戦の 1 回戦目について書いていきます。 

 

棋譜解析には激指 14 を使用しました。 

 

団体戦 4 戦目 北大戦  

先手：木村  後手：山口 勝敗：× 

 

▲７六歩    △８四歩    ▲５六歩    △８五歩    ▲７七角    △６二銀 

▲５八飛    △４二玉    ▲４八玉    △７四歩    ▲６八銀    △７三銀 

▲５七銀    △６四銀    ▲６六銀    △５二金右  ▲５五歩    △３二銀 

▲３八玉    △１四歩    ▲１六歩    △３一玉    ▲５四歩    △同 歩 

▲２八玉    △３四歩    ▲５四飛    △４四歩    ▲５九飛    △４三金 

▲３八銀    △３三角    ▲４六歩    △２二玉    ▲４七銀    △９四歩 

▲９六歩    △５四歩    ▲３八金    △７三桂    ▲７八金    △２四歩 

▲２六歩    △２三銀    ▲３六銀    △３二金    ▲５五歩    △同 歩 

▲同 銀    △６五桂    ▲８八角    △８六歩    ▲同 歩    △同 飛 

▲６四銀    △５八歩    ▲同 飛    △５七歩    ▲４八飛    △６四歩 

▲４五歩    △同 歩    ▲３三角成  △同金寄    ▲８七歩    △７六飛 

▲７七歩    △５六飛    ▲５九歩    △５八歩成  ▲同 歩    △５九銀 

▲４七銀    △４八銀成  ▲同 金    △２六飛    ▲２七銀    △４六歩 

▲３八銀左  △６九飛    ▲４九歩    △２七飛成  ▲同 玉    △８九飛成 

▲５三角    △７八龍    ▲３六歩    △６七龍    ▲３七桂    △３九角 

▲２九銀打  △２五歩    ▲４一飛    △２六銀    ▲同角成    △同 歩 

▲同 玉    △２五歩    ▲２七玉    △２六金 

まで 100 手で後手の勝ち 
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図 1 図 2 

山口さんとの対局では、先手中飛車対角道不突き左美濃という構図になり、ある程度駒組を進めた後に図 1

の▲５四歩を指しました。この手で５筋の歩を切って指しやすい展開にする考えでしたが、このタイミングで

は危険な手でした。以下、△同歩 ▲同飛に△５五歩とされると飛車が捕獲され、この後の指し回しにもより

ますが序盤早々先手指しにくくなってしまいます。図２のように角道が開いていれば、▲５四飛の後に▲３四

飛と回る、それを防がれたら▲5 九飛と引くことができ、先手指しやすいです。序盤ではこのような一手違い

の陣形の差もしっかりと考えなければなりません。 

 

     

             
図 3 

 

個人戦 1 戦目 学園 

先手：芦澤 後手：木村 勝敗：× 

 

棋譜通りに進んで図 3、この後は▲５五歩から銀交

換に挑んだのですが、この局面では陣形に大きな

差があり、▲２七銀や▲６八角で駒組を進めるの

が正着でした。その後の構想としては▲７七桂~▲

８九飛というように組んでいき、やや不利ながら

も戦える形となります。 

 

次は個人戦 1 回戦目の棋譜です。 
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▲７六歩    △５二飛    ▲６八銀    △５四歩    ▲５六歩    △３四歩 

▲２二角成  △同 銀    ▲５七銀    △６二玉    ▲８八飛    △３三銀 

▲４八玉    △２二飛    ▲３八玉    △４四銀    ▲８六歩    △２四歩 

▲８五歩    △８二銀    ▲４八金    △２五歩    ▲２八銀    △３三桂 

▲６六銀    △７二玉    ▲７五歩    △６二金    ▲８四歩    △同 歩 

▲同 飛    △５三銀    ▲８八飛    △８三歩    ▲７七桂    △２一飛 

▲７四歩    △同 歩    ▲６五銀    △７五歩    ▲６六角    △４四角 

▲８五飛    △６六角    ▲同 歩    △６四歩    ▲１五角    △４二金 

▲７四銀    △４四歩    ▲６五歩    △６七角    ▲６四歩    △同 銀 

▲３六歩    △５六角成  ▲６三歩    △７四馬    ▲６二歩成  △同 玉 

▲８六飛    △１四歩    ▲３七角    △４五桂    ▲４六角    △２六歩 

▲同 歩    △同 飛    ▲２七銀    △２一飛    ▲２六歩    △５五銀 

▲６五金    △７三馬    ▲６四歩    △４六銀    ▲同 歩    △２八歩 

▲６三銀    △５一玉    ▲２八玉    △５七銀    ▲３八金    △６七角 

▲４五歩    △４九角成  ▲４四歩    △４七歩    ▲同 金    △２五歩 

▲同 歩    △４八銀成  ▲同 金    △同 馬    ▲５二歩    △４一玉 

▲４三歩成  △４七歩    ▲３三桂    △３一玉    ▲４二と    △同 玉 

 ▲２一桂成  △６六歩    ▲３二金    △４三玉    ▲４二飛 

まで 107 手で先手の勝ち 

 

 
図 1                   図 2 

  

芦澤さんとは大学将棋で何度か当たっているのですが、毎回のユニークな構想に驚かされる

と共に色々と学ばせてもらっています。今回の対局では角交換からの相振り飛車となり、あまり

経験したことのない将棋となりました。 
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図 1 の４二金と指した局面では、玉頭が怖いものの陣形のバランスがとれており△６七角の

打ち込みもあり、先手指しやすい状態でした。しかし終盤に入って 2 図での△４八銀成は大悪手

で、ここでは△６三馬と銀を取り、△２六歩と打ち込んで 1 手勝ちの局面だったようです。 

 

 

 

            図３ 

 

今回の大会結果を昨年の自分の結果と比べてみると、大きく弱くなっているのが明らかで、最近でも周りの

部員に差をつけられていると感じることが多々あります。しかし、戦法もある程度決まり、科目数の影響で、

１年の頃よりも時間をつくることができます。前よりも将棋に真剣に取り組み、主戦力である 4 年生の先輩が

出られなくなるであろう今後の大会で十分な戦力となることが、春季大会を終えての自分の目標です。 

 

以上で自戦記を終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３の▲４三歩成では同金と取ると▲４

六飛車の王手馬、△６六歩で飛車回りを防

いだものの▲３三桂が厳しく、数手進んで

投了となりました。 
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自戦記 

 

    応用理化学系学科 応用化学コース 2 年 黒川純平 

 

 

 黒川です。今回の大会では個人戦に出場しました。結果としては予選一勝一敗、本戦は初戦敗

退となりました。対局を振り返るとまともな攻めができておらず、唯一勝利した対局では相手の

攻めの失敗が勝因の多分を占めていることから、自分の攻めの拙さを思い知らされます。相振り

飛車での攻めの拙さは、今回の反省を通して改善していく所存です。そのため、この自戦記は敗

退した二局の反省をしていきます。 

 

 

個人戦 

予選一回戦 

 

先手：北大 木下 

後手：室工 黒川 

 

▲７六歩    △３四歩    ▲６六歩    △３五歩    ▲７五歩    △３二飛 

▲７八飛    △３六歩    ▲２八銀    △３七歩成  ▲同 銀    △３六歩 

▲４六銀    △３四飛    ▲３八金    △５二金左  ▲５八金    △６二玉 

▲７六飛    △７二玉    ▲８六歩    △８二銀    ▲８五歩    △４二銀 

▲５六歩    △４四歩    ▲７四歩    △同 歩    ▲同 飛    △７三歩 

▲７五飛    △４五歩    ▲同 飛    △６四飛    ▲６七金    △３三角 

▲３五飛    △５一金寄  ▲３二歩    △４一金    ▲３六飛    △７一銀 

▲３一歩成  △同 金    ▲９六歩    △７四飛    ▲７六歩    △８四歩 

▲３五飛    △８五歩    ▲同 飛    △２四角    ▲８四歩    △８二銀 

▲７七桂    △３三桂    ▲６五歩    △３四飛    ▲３五歩    △７四飛 

▲９七角    △８六歩    ▲７五歩    △５四飛    ▲８六飛    △４五歩 

▲５五銀    △同 飛    ▲同 歩    △３五角    ▲８三歩成  △同 銀 

▲８二歩    △８五歩    ▲同 飛    △８四歩    ▲８六飛    △６一銀 

▲７四歩    △同 歩    ▲８一歩成  △同 玉    ▲８四飛    △同 銀 

▲８三歩    △７二玉    ▲８二飛    △７三玉    ▲８五桂打  △同 銀 

▲同 桂    △８四玉    ▲７六金 

まで 93 手で先手の勝ち 
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 ３手目の６六歩で振り飛車であることがわかり、三間飛車を指そうと３五歩～３二飛と動か

しました。しかし、その後の３六歩～３七歩成は急ぎすぎたと思っています。その後、２２手目

までに玉を固めました。そこまではいいのですが、４五歩以降の手が杜撰な手が多々ありました。

せめて、３五銀に備える手が４三銀であったなら攻めと守りの手が増えていたと考えています。

そして挙句の果てには四筋に飛車を振り回すという無駄な手を打ったことにより、攻めること

ができずに負けてしまいました。他にも飛車銀交換や玉の早逃げができなかったこともありま

すが、敗因の大部分は無駄な手による手損であると考えています。 

 

 

本戦一回戦 

 

先手：室工 黒川 

後手：北海 北川 

 

▲７六歩    △３四歩    ▲６六歩    △３五歩    ▲６八銀    △３二飛 

▲６七銀    △６二玉    ▲７七角    △７二銀    ▲８八飛    △７一玉 

▲４八玉    △５二金左  ▲３八玉    △３六歩    ▲同 歩    △同 飛 

▲３七歩    △３四飛    ▲５八金左  △２四歩    ▲８六歩    △２五歩 

▲２八銀    △８二玉    ▲８五歩    △４二銀    ▲９六歩    △３三銀 

▲６五歩    △４四銀    ▲５六銀    △５四歩    ▲８四歩    △同 歩 

▲同 飛    △８三歩    ▲８六飛    △５五歩    ▲６七銀    △３五銀 

▲７五歩    △２四飛    ▲９五歩    △２六歩    ▲同 歩    △同 銀 

▲２七歩    △３五銀    ▲７六飛    △８四飛    ▲８六歩    △５四飛 

▲４八金上  △４四歩    ▲３六歩    △２四銀    ▲３七銀    △４五歩 

▲２八玉    △２五銀    ▲３八金    △２四飛    ▲８五歩    △２六歩 

▲同 歩    △同 銀    ▲２七歩    △３七銀成  ▲同 金    △１四歩 

▲９八香    △１五歩    ▲８六飛    △３三角    ▲６六銀    △１三桂 

▲２六銀    △５四飛    ▲３五銀    △３四歩    ▲２六銀    △２五歩 

▲１五銀    △３五歩    ▲１六歩    △３六歩    ▲同 金    △５六歩 

▲３七金    △５七歩成  ▲５五歩    △５八と    ▲５四歩    △４八と 

▲２六歩    △３六歩    ▲２七玉    △３七歩成  ▲同 桂    △３八銀 

▲３六玉    △４七銀不成▲４五玉    △４四金 

まで 106 手で後手の勝ち 

 

 

 ４手目の３五歩で三間飛車を振ってくることがわかり６八銀まで上げて６六角に備え、７七
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角、８八飛車と振り８筋に狙いをつけました。攻める前に玉を簡易的に囲い、飛車先の歩を進め

て８筋、９筋の攻めを目標として指していました。そして、３２手目に相手の玉頭の飛車効きが

なくなったことをいいことに飛車先の歩を交換したのですが、３５手目に４五銀という手も指

せたため急ぎすぎたと思っています。その後、８六飛車、６五歩と指し六筋に飛車を効かせたの

はいいのですが、８七飛車を咎められ８六歩を打つことになってしまい、攻めが遅くなりました。

そして６９手目の２七歩ですが、横歩取りや４九銀打ちがあるかもと読み間違えてしまったた

めの一手でした。そこは銀交換に２七歩でよかったと考えています。そして９３手目５五歩も同

銀(五七銀)でよかったと考えています。その時点でまだ詰まないはずと読み間違えた結果です。 

 総評としては３手、５手先の読みが甘いというものです。それは、予選一回戦、攻めの遅さに

も言えることです。よって、これからの目標は読みの精度を高めることとし、秋季大会に向けて

今回の反省と目標を糧とし努力していこうと思います。 
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春季大会の自戦記 

 

 

先手：大久保 

後手：田村  

▲２六歩    △３四歩    ▲７六歩    △４四歩    ▲２五歩    △３三角 

▲４八銀    △３二飛    ▲６八玉    △４二銀    ▲５六歩    △７二銀 

▲７八玉    △９四歩    ▲９六歩    △４三銀    ▲６八銀    △６二玉 

▲７九金    △７一玉    ▲１六歩    △８二玉    ▲３六歩    △５四歩 

▲３七銀    △１四歩    ▲５九金    △５二飛    ▲５八飛    △３二金 

▲７七角    △５一飛    ▲２六銀    △４二角    ▲４六歩    △６四角 

▲３七銀    △３三桂    ▲２八飛    △４五歩    ▲５七銀    △５五歩 

▲同 歩    △４四銀    ▲５六銀    △５五銀    ▲同 銀    △同 角 

▲同 角    △同 飛    ▲６八銀    △４七角    ▲６六角    △５四飛 

▲５五歩    △５一飛    ▲２四歩    △同 歩    ▲同 飛    △２三歩 

▲２八飛    △５六角成  ▲３五歩    △４六歩    ▲４八歩    △３五歩 

▲５七銀    △３四馬    ▲４六銀右  △３六歩    ▲３八歩    △４五歩 

▲同 銀    △同 馬    ▲４七歩    △６五銀    ▲６八金右  △６六銀 

▲同 銀    △３九角    ▲２七飛    △６六角成  ▲７七銀    △５五馬引 

▲４六歩    △同馬右    ▲５七歩    △１九馬    ▲１七桂    △１八馬 

▲４七飛    △４六歩    ▲４九飛    △３七歩成  ▲同 歩    △２七馬引 

▲６九飛    △４七歩成  ▲８八玉    △５七と    ▲７八金寄  △５八銀 

▲１九飛    △６七と    ▲同 金    △同銀成 

まで 106 手で後手の勝ち 

 

 

この対局はエルモ囲い vs 三間飛車の戦型で始まった。第１図のように▲３７銀と上がられて３

筋、２筋を攻められることが嫌だったので、飛車を５筋に回って中央から突破しようと考えまし

た。結果この作戦はうまくいき、第２図のように自分だけ馬を作ることができこの後もリードを

奪えたまま勝利することができた。 
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        第１図                   第２図 

 

先手：田村 

後手：崎野  

 

▲７六歩    △３四歩    ▲７五歩    △３五歩    ▲７八飛    △３二飛 

▲２八銀    △５二金左  ▲４八玉    △６二玉    ▲３八玉    △３六歩 

▲同 歩    △同 飛    ▲３七歩    △３四飛    ▲７六飛    △８二銀 

▲４八金    △２四歩    ▲５八金上  △２五歩    ▲９六歩    △９四歩 

▲７七桂    △７二玉    ▲６八銀    △４二銀    ▲６六歩    △８四歩 

▲６七銀    △８三銀    ▲６五歩    △８二玉    ▲５六歩    △７二金 

▲７九角    △４四歩    ▲５五歩    △３三角    ▲９八香    △２四角 

▲同 角    △同 飛    ▲３六飛    △３三桂    ▲４一角    △４三角 

▲５二角成  △同 角    ▲３二金   △５一角    ▲５四歩   △６二金 

▲４二金    △同 角    ▲６四歩    △５四歩    ▲６三歩成  △同 金 

▲５三歩    △同 金    ▲６五桂    △３二歩    ▲５三桂成  △同 角 

▲６六飛    △６四歩    ▲５一金    △８五角    ▲８六歩    △６七角成 

▲同 飛    △５五桂    ▲６六飛    △４五歩    ▲５二金    △４四角 

▲６四飛    △４六歩    ▲同 歩    △４七歩    ▲同金直    △同桂成 

▲同 玉    △５六金    ▲同 玉    △５五銀    ▲４七玉    △６四銀 

▲３六桂    △６六角    ▲６二金    △２一飛    ▲６七歩    △４九飛 

▲４八金打  △同角成    ▲同 金    △５六金    ▲同 玉    △４八飛成 

▲７二金打  △同 銀    ▲同 金    △同 玉 

まで 106 手で後手の勝ち 
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この対局は相三間飛車の戦型になった。第 1 図の▲54 歩はいい手だと思った。この歩を相手が

とると▲42 金△同角▲53 銀打△同角▲33 飛成と攻めが続くからだ。しかし第 2 図の 

▲62 金、これが悪手だった。ここでは飛車を取らなければ 21 飛と逃げられ飛車が守りにきく

し桂馬が玉の逃げ道をふさいでいるなどいいところが何もない局面になってしまったからだ。

結局この手が敗着となりこの対局は負けてしまった。 

 

 
          第１図                 第２図 
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詰将棋 
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問題１                   問題２ 
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部員紹介 
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【質問内容】 

１．氏名 

２．学科と学年 

３．得意戦法 

４．将棋以外の趣味 

５．大学将棋での目標 

６．他の部員に一言 

 

【回答】 

１．鈴木 航平 

２．建築社会基盤系学科４年 

３．アヒル 

４．ネットサーフィン 

５．後輩の応援をします＾＾ 

６．部活に来ましょう 

 

１．武田 光貴 

２．情報電子工学系学科４年 

３．中飛車 

４．実況動画 

５．とにかく楽しむ 

６．寄せと就活は計画的に 

 

１．難波 実啓穣 

２．建築社会基盤系学科４年 

３．右玉 

４．映画鑑賞 

５．中飛車以外の振り飛車相手に右玉を指せるようになること 

６．お酒の飲みすぎには注意しましょう 

 

１．江川 耕平 

２．情報電子工学系学科４年 

３．棒銀 

４．囲碁(たまにやる程度) 
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５．角交換四間対策を練る 

６．部活や大会には積極的に参加しましょう 

 

１．早苗 翔太 

２．情報電子工学系学科４年 

３．右四間飛車 

４．アイマス 

５．勝つこと 

６．ゲームをする体力すらない 

 

１．佐藤 公治 

２．情報電子工学系学科夜間 4 年 

３．四間飛車、雁木 

４．野球、バラエティ番組視聴 

５．初段になる 

６．よろしくお願いします 

 

１．佐々木 大輝 

２．情報電子工学系学科４年 

３．居飛車棒銀 

４．読書(小説、雑誌、漫画)ジャイアントキリング 

５．終盤力を上げる 

６．将棋以外のことでもお話しましょう 

 

１．斉藤 滉太 

２．機械航空創造系学科 3 年 

３．横歩取り 

４．スマホゲーム 

５．秋、北大に勝てるかも 

６．遅刻は無くしましょう 

 

１．寺山 拓臣 

２．応用理化学系学科２年 

３．居飛車 

４．エレクトーン 

５．定石を覚える 
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６．一緒に頑張りましょう 

 

１．黒川 純平 

２．情報電子工学系学科２年 

３．振り飛車 

４．ネット小説巡り 

５．終盤の打たれ弱さの克服 

６．勉強と部活を両立できるように頑張りましょう 

 

１．玉根 宏大 

２．情報電子工学系学科２年 

３．居飛車 

４．YouTube 鑑賞 

５．うっかりを無くす 

６．仲良くしてくださると嬉しいです 

 

１．木村 将基 

２．機械航空創造系学科２年 

３．中飛車 

４．スマブラ 

５．個人戦 2 日目の常連 

６．目指せ全国！ 

 

１．諏訪 舜輔  

２．情報電子工学系学科夜間２年 

３．オールラウンダー 

４．省略 

５．特に無し 

６．ビール 1 杯で脳細胞が約 100 万個死ぬそうです 

 

１．植西 裕太 

２．情報電子工学系学科２年 

３．銀冠穴熊 

４．音楽鑑賞 

５．初段以上になること 

６．大会等で少しでも活躍できるように頑張ります 
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１．田中 正人 

２．情報電子工学系学科２年 

３．振り飛車 

４．バドミントン 

５．ちゃんと考える 

６．仲良くしてください 

 

１．田島 弘都  

２．応用理化学系学科 2 年 

３．角換わり 

４．読書 

５．終盤力を上げる 

６．よろしくお願いします 

 

１．田村 龍星 

２．創造工学科 1 年 

３．三間飛車 

４．麻雀 

５．大会で爪痕を残すこと 

６．大会などでいい記録を残せるように頑張ります 

 

１．佐藤 壮馬 

２．創造工学科 1 年 

３．居飛車 

４．卓球観戦 

５．終盤のミスを減らす 

６．よろしくお願いします 
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コラム 
        記；諏訪 
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将棋が強くなるのはいつか 

将棋を指していているとふとこの問いが頭に浮かぶ。将棋を指している人間が強くなる瞬間と

は一体いつなのか。もちろん人によって答えは様々であり、何が一番正しいのかを追求するつも

りはないし、無意味であることは分かっている。だが、負けたりする度に何度も浮かぶこのテー

マに一度結論を出してみようと思い、あくまで私の意見をこの場を借りて綴ってみることにし

た。私がこう思うのは主に終局後、頭の中が少し整理されてからだ。負けた将棋に限っての話で

もなく、対局中に少しでもミスがあると考え込んでしまう時もある。特に「強くなった。」「負け

るかと思った。」「でも自分も全然弱い。」この言葉がすごく辛い。負けた側にとっては課程より

も結果の方が深く残りやすい。どんなに序盤良かったとか、中盤の駆け引き上達したとか言われ

ても、社交辞令にしか聞こえないのだ。負かした相手に気まで遣わせているようで余計に惨めな

思いをしてしまう。勝負の世界で結果を出すには勝つしかないのだから、どんなに課程が勝って

いても負けたら全て台無しである。強くなったことを証明するためには目の前の相手に勝つし

かない。それを残酷なまでに自覚してしまい、ただ負ける以上にしんどい。そんな時いつも将棋

から離れて何で自分は勝てないのかとか、自分に足りない物を数えてはその多さに自分の力量

の無さを嘆いたものだ。ここで本題に戻るが、負けて悔しい思いをした時と答える人もいれば、

勉強を積み重ね吸収できたと実感した時と答える人もいる。実戦で勝つ事で自信をつけて強く

なる人もいる。確かに挫折こそが人を伸ばす特効薬だと思うし、棋譜並べや詰将棋で知識を得る

というのも王道であると自負している。だがそのやり方にも限界があるのではないかと思って

しまう。悔しさをバネに強くなるのは本当だと思うが、もし悔しさに慣れてしまい、気持ちが矢

面に立たなくなったら何をもって強くなれるのか、悔しさによって倍の努力をしたとしても、そ

れでも勝てなかったらどうすれば良いのかと迷わない自信が私にはない。きっとどんなに負け

て惨めな思いをしても自分を信用できる人なら、迷うことなく自分の努力を肯定し続ける事が

できるのだろう。先に述べたように人によって答えは異なる。一人一人の考え方が違うのだから

当然だ。もっとも、正しい価値観を求める現代の私たちは共通の価値観、考え方を持つ事にとら

われ、自分の価値観を見失っている人間が増えた気がするが。私は指していて楽しいと感じられ

た時が強くなった時であると思う。この後に及んできれいごとで誤魔化すわけではなく、確固た

る理由もちゃんとある。将棋を指していくと必ずといって良いほど難解な局面が現れる。相手と

差がつくのはそこであり、勝ち負けに大きく関わるだろう。その時、ベストパフォーマンスを発

揮するには集中する事はもちろん、心に余裕を持つ事が大事だと思われる。つまり難しい局面で

ミスを恐れるよりも楽しんでやるくらいの気概を持てるのが強さだと私は思う。実力は努力を

積み重ねる事で確実に伸びるが、勝つためにはそれだけではなく心も強くなくてはいけないの

ではないか。これが私の答えだが、万人にあてはまるわけではない。ただ一つはっきりしている

ことは誰しも強くなった事にすぐ気づくわけではない。他人という鏡を通して自分を見るか、自
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分が歩いてきた道のりを振り返り初めて気づくものなのだろう。 

 

将棋の格言と現代社会 

将棋界に存在する格言を現代社会の慣用表現として使えるのかを独断と偏見で検証してみよう

という、第 2 弾である。興味があれば前回のコラムにも記載したので。 

・玉は下段に落とせ…寄せの段階で、相手の玉をその下段に落としてやると捕まえやすいとい

うこと。玉を捕まえるための基本。 

現実でも嫌な奴気に入らない奴その他を直接的にも間接的にも貶める。大人になるにつれてや

り方が陰湿的かつ証拠もない。まあ子供時代も結構えげつない事してくるのはいたが。要する

に現実ではどこまでも落とそうとするのだから将棋よりも酷い。したがって現代風に言い換え

ると、「標的はどん底に落とせ」になる。 

・歩のない将棋は負け将棋…歩は最弱の駒ではあるが、攻防ともになくてはならない必要な駒

なので持ち駒に歩がないと負けにつながってしまうということ。また、北島三郎の楽曲「歩」

の歌詞にも採用された。 

現実で歩とは会社における平社員、下っ端を指すとすると確かに一人もいないと困る。過重労

働させたり難しい案件を押しつけたり上司の手足として色々使える社畜という意味だが。まあ

将棋でも捨て駒として使われたり単体で活躍する事が少ないというのは現実でも全く同じであ

る。これは特に言い換える必要はないかもしれない。 

・終盤は駒の損得より速度…終盤は駒を多く取るよりも早く玉を寄せることに注意を払う方が

良いということ。 

現実では何よりも損得が大事であるという人間の方が多そうだ。人間は欲深い生き物で、どれ

だけ満たしても潤うことがないため非常に厄介だ。命よりも大事なものなんてあるはずないの

だけれど欲に目が眩むと本当に何も見えない。したがって現代風に言い換えると「損得に目が

眩むといつしか終焉」となる。 

・不利なときは戦線拡大…優勢なときはできるだけ紛れを少なくするためにたんじゅんに攻め

た方が良いが、逆に不利なときはできるだけ紛れを求め、戦いの箇所を多くした方が良いとい

うこと。 

現実でよくあるのが、親子喧嘩で親が苦しくなった時に前の出来事を持ち出して話をそらして

責めるという卑怯な手段。将棋では勝ちに貪欲になるのが礼儀というか、最後まで泥臭く粘るべ

きではあるが現実では潔さも大事だと思う。自己防衛のためだけに戦線拡大しようものならそ

いつは最低な人間だ。したがって現代風に言い換えると「不利な時は潔く」となる。 

今回の検証では将棋と現実での価値観が時に異なるのだと分かった。という事は将棋では人道

的になったら負けるということなのだろうか。 
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詰将棋解答 
 

問題１ 

 
▲４二銀△２二玉▲３三銀不成△１二玉▲１三香△同玉▲１四香△同玉▲２六桂△同金▲１五

飛 

まで１１手詰め 

 

問題２ 

 
▲９四金△９六玉▲８七角△８五玉▲６五角△９四玉▲８三角成△９五玉 

▲９四飛 

まで９手詰め 
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編集後記 

 今回、部誌の編集を担当した木村です。初めて編集作業を行ったということもあり、各種作業

が遅く、刊行が遅れてしまったことをお詫びします。中身に関しては所々読みにくい部分がある

と思いますがご了承ください。そして、前編集の難波さん、コラムを書いてくれた諏訪君、詰将

棋作成を手伝ってくれた寺山君、田村君、黒川君など部員の協力により部誌を完成させることが

できました。本当にありがとうございました。 

 また OB の方々による暖かいご支援には将棋部一同、感謝しております。今年の春季大会は、

1 年生の活躍、東日本大会への出場といったように昨年度と比較して良い結果で終わることがで

きました。今後の東日本大会、秋季大会では今回以上の結果を残せるよう部員一同努力していく

次第でございます。 

 部誌をお届けするに当たり、来年以降は不要であるといった方は、お手数ですが工大将棋部

ホームページ(http://www.geocities.co.jp/mit_syougi/)の掲示板に書き込み、または

(18022039@mmm.muroran-it.ac.jp)までご一報下さい。 

その他、部誌に原稿を掲載したい、部誌のある部分をこう改善したほうがいいのではないか

という意見や感想も大募集しております。その場合も上記アドレスまでご連絡ください。 

最後までこの部誌を読んでくださったことを編集者一同、大変喜ばしく思っております。改

めて御礼申し上げます。 
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