
回 実施期日
参加
ﾁｰﾑ

優勝 準優勝 第三位

桃川㈱ 百石中学校 一川目町内会

（小泉満政・豊野兼松・田中直喜） （田中貴重・石岡克展・西舘孝博） （村崎武男・吉田武美・笹川徳松）

2 S59.2.5

桃川㈱ 藤ケ森町内会 百石高校

（小泉満政・豊野兼松・田中直喜）

一川目町内会 藤ケ森町内会 理容組合

藤ケ森町内会 一川目町内会Ａ 一川目町内会Ｂ

（川口六介・小向道彦・川口隆治）

上新町町内会 一川目町内会Ａ 日将連県南支部Ｂ

（吉田政雄・岩井哲郎・成田幸男） （松林政雄・大坂徳司・三浦真一） （安田昭春・豊川貞美・高橋広司）

日将連県南支部Ａ 日将連県南支部Ｂ 一川目町内会Ａ

（吉田政雄・石田裕之・中戸角也） （厚東久史・豊川貞美・福津隆史） （三浦竹男・松林政雄・三浦真一）

一川目町内会Ｂ 日将連県南支部Ｂ 百石小学校Ｂ

（大坂徳司・磯沼幸男・笹川徳松） （齋藤為雄・豊川貞美・川口隆治） （小笠原一男・橋本薫・小向伸也）

一川目町内会Ａ

（工藤長二・三浦真一・松林政雄）

百石小学校 一川目町内会 ㈱三村興業社

（大久保和幸・松橋徹・深沢典彦） （三浦竹男・三浦真一） （伊藤貞夫・竹ヶ原雅彦）

下新町町内会 五丁目町内会 百石小学校

（成田幸男・望月和弥・堀川遙介） （福津隆史・小向一朗・齋藤為雄） （大久保和幸・松橋徹・深沢典彦）

上新町町内会 ㈱三村興業社 一川目町内会Ａ

（成田幸男・岩井哲郎・若林優之） （佐々木清次郎・後沢宏・伊藤貞夫） （松林政雄・三浦真一・磯沼幸雄）

百石小学校Ｂ 百石小学校Ａ 一川目町内会

（昆保徳・小向偉行・小笠原一男） （馬場一人・小向一朗・堀川遙介） （福井剛・三浦真一・三浦竹男）

百石小学校Ａ 上新町町内会 一川目町内会

（小笠原一男・川口大助・川口圭太） （成田幸男・岩井哲郎・若林優之） （工藤長二・川口隆治・田中和彦）

川口建設㈱

（長沢東亜・小笠原照雄・和田武男）
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一川目町内会 ㈱三村興業社 百石中学校

（三浦竹男・松林政雄・福井剛） （後沢宏・竹ヶ原雅彦・伊藤貞夫） （堀川遙介・若林優之・小向一朗）

上新町町内会

（成田幸男・岩井哲郎・工藤長二）

百石町役場 百石小学校Ａ 一川目町内会

（竹ヶ原明徳・田中貴重・小向道彦） （小笠原一男・高橋礼・浪岡理生） （松林政雄・三浦竹男・福井剛）

㈱三村興業社

（伊藤貞夫・後沢宏・松嶋千宣）

日将連百石支部Ａ ㈱三村興業社 百石中学校Ａ

（工藤長二・成田幸男・安田昭春） （伊藤貞夫・松嶋千宣・佐々木均） （川口圭太・川口大助・浪岡理生）

百石町役場

（戸舘弘貴・田中貴重・小向道彦）

文具のみうら 日将連百石支部Ａ 百石町役場

（豊川健吉・三浦竹男・福井剛） （工藤長二・小笠原一男・安田昭春） （小向祐輔・田中貴重・小向道彦）

百石中学校

（川口大助・浪岡理生・高橋礼）

日将連百石支部 百石町役場 百石小学校Ｂ

（工藤長二・小笠原一男・安田昭春） （齋藤忠・田中貴重・小向道彦） （八重樫雄基・川口拓郎・沢口新太郎）

一川目町内会

（松林政雄・三浦竹男・三浦真一）

百石小学校Ａ 日将連百石支部 根岸町内会

（羽沢成騎・川口拓郎・船越亮吾） （成田幸男・小笠原一男・安田昭春） （齋藤忠・小向学・工藤勝美）

文具のみうら

（豊川健吉・三浦竹男・松林政雄）

百石高校B 桃川㈱ 百石町役場

（川口大助・乘次孝・櫻田晴夫） （上山悟・小泉満政・田中直喜） （田中貴重・小向学・小向道彦）

文具のみうら

（三浦真一・三浦竹男・豊川健吉）
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百石町役場 百石高校Ｓ ㈱三村興業社

（田中貴重・小向学・小向道彦） （石橋慎也・乘次孝・川口大助） （伊藤貞夫・戸舘弘貴）

文具のみうら

（三浦竹男・豊川健吉・松林政雄）

㈱三村興業社 文具のみうら 百石小学校Ａ

（伊藤貞夫・鈴木良一・戸舘弘貴） （三浦竹男・豊川健吉・松林政雄） （工藤光将・澤口佑吾・久保田博満）

百石小学校Ｂ

（松坂雄馬・三村浩幹・村田光孝）

百石町役場Ａ 根岸町内会 ㈱三村興業社

（深沢典彦・田中貴重・小向道彦） （小平孝二郎・工藤勝美・齋藤忠） （伊藤貞夫・戸舘弘貴）

百石小学校Ａ

（松坂雄馬・三村浩幹・橋本大介）

百石町役場混成 根岸町内会 百石中学校１年

(北向貴裕・桑嶋泰幸・伊藤貴徳） （齋藤昌宏・斉藤忠・小向学） （三村浩幹・福田巧真・小向貴大）

日将連百石支部

（成田幸男・小笠原尚也・駒沢真己）

おいらせ町役場 文具のみうら 百石中学校

（深沢典彦・桑嶋泰幸・小向道彦） （三浦竹男・松林政雄・豊川健吉） （福田巧真・三村浩幹・松坂雄馬）

百石小学校Ｓ

（小向勇気・小向真文・小向和輝）

大山将棋記念館将棋教室６年 百石高校 洋光台町内会

（藤本健也・工藤光一・赤城汐潮） （西舘昭成・小笠原尚也・川野勝士） （高橋正道・小向勇気・小向真文）

文具のみうら おいらせ町役場混合 ㈱三村興業社

（遠藤忠行・三浦竹男・豊川健吉） （深沢典彦・桑嶋泰幸・伊藤貴徳） （川口馨・伊藤貞夫・戸舘弘貴）

根岸・黒坂連合 新町豊川理容所 甲洋小学校職員

（竹ヶ原雅幸・出町元大・小向学） （豊川貞美・高橋広司・村井誠一） （川口馨・小笠原一男・佐々木一男）

日将連青森おいらせ支部 甲洋小学校Ａ 文具のみうら

（成田幸男・田中直喜・向谷地暁） （小笠原一男・吉田百花・遠藤侑紀） （三浦竹男・遠藤忠行・豊川健吉）
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大山将棋記念館 おいらせ町役場 大山将棋記念館混成

（川村匠吾・高橋正道・川村勇二） （田中貴重・石塚福・川口邦彦） （大川淨治・小向勇気・成田幸男）

百石小学校 日将連青森おいらせ支部 百石中学校ＯＢ

（竹ヶ原雅幸・山邊理人・村井誠一） （川村勇二・小向勇気・高橋正道） （出町元大・田中貴重・遠藤侑紀）

おいらせ町将棋教室 文具のみうら 日将連青森おいらせ支部

（川村匠吾・三上航輝・鳥谷耕熙） （三浦竹男・小笠原一男・豊川貞美） （高橋正道・川村勇二・小向勇気）

百石中同窓会 将棋教室ＯＢ 日将連青森おいらせ支部

（田中貴重・遠藤忠行・高橋広司） （西舘昭成・小向勇気・奥寺航） （小笠原一男・川村勇二・出町元大）

日将連青森おいらせ支部Ｃ 将棋教室ＯＢ 日将連青森おいらせ支部Ｂ

（竹ヶ原雅幸・深沢典彦・馬場一人） （高橋正道・川村匠吾・三上航輝） （西舘昭成・川野勝士・奥寺航）

日将連青森おいらせ支部A 王将館愛好会A 日将連青森おいらせ支部Ｂ

（深沢典彦・馬場一人・北島将吾） （高橋広司・大坂徳美・入江行光） （川村勇二・成田幸男・戸舘弘貴）

王将館愛好会A 日将連青森おいらせ支部A おいらせ町役場

（高橋広司・鈴木巧・信夫義） （竹ヶ原雅幸・馬場一人・吉田宏史） （奥寺航・小向勇気・池添孝史）

日将連青森おいらせ支部B おいらせ町役場 一川目町内会

（竹ヶ原雅幸・馬場一人・若林優之） （奥寺航・小向勇気・池添孝史） （田中貴重・福田拓真・遠藤忠行）
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