
第27期 竜星戦
　Hブロック最終戦は志田達哉七段 vs一力 遼八
段の一戦。最終戦を制し決勝トーナメントに進む
のはどちらか（1日）。
　そして、決勝トーナメントが6日に開幕する。前
期の優勝者・芝野虎丸竜星は本戦で敗れてしまっ
たが、今期も好メンバーが出揃った。まず注目した
いのは、ともに20歳で、本戦で好成績を挙げた許
　家元七段、姚 智騰四段の2名。許七段は本戦B
ブロックで11連勝を挙げるほか、若手棋戦のおか
げ杯優勝や最年少で碁聖戦の挑戦者になるなど勢
いが止まらない若手棋士だ。一方、姚四段は本戦

Cブロックで8連勝を挙げている。こちらも優勝してもおかしくない実力者の一人。
　さらに、2期ぶりの決勝トーナメント進出となった優勝候補筆頭の井山裕太棋聖の
登場も待ち遠しい限り。そのほか、藤沢里菜女流立葵杯やタイトル戦の挑戦経験が
ある本木克弥八段、本戦で芝野竜星を破った鈴木伸二七段からも目が離せない。
　また、今期は16名の決勝トーナメント進出者を紹介する「第27期竜星戦決勝ト
ーナメント開幕特番」を2日の午後5時～放送する。こちらもぜひお楽しみください。

「記憶の一局」小林泉美特集
　8月は小林泉美六段が登場する。20歳の
時に初タイトルを獲得し、28歳では女流史
上初のグランドスラム（女流本因坊、女流名人、
女流棋聖、女流最強位）を達成した小林六段。
さらに男性棋士も参加する十段戦で2年連続
本戦入りするなど、最強女流棋士として話題
を集めた。また、小林光一名誉棋聖を父に
持ち、夫が平成四天王の張 栩九段というト
ップ棋士一家。そんな小林六段が選ぶ棋譜やエピソードをじっくりお楽しみください。
（毎週金曜午後6時～他放送）

囲碁スペシャル「第8回 フマキラー 囲碁マスターズカップ」
　50歳以上のタイトル経験者と予選通過者の合計16名により争われるトーナメント戦。趙　治勲名誉名人をはじめ、林
　海峰名誉天元や大竹英雄名誉碁聖、二十四世本因坊秀芳、武宮正樹九段などのレジェンド棋士達が顔を合わせる貴重
な棋戦だ。昨年は小林　覚九段が優勝を飾り、タイトル獲得数を11に伸ばした。今年はどのレジェンド棋士がマスターズ
カップの称号を手にするのか。番組では決勝の模様をたっぷりとお届けする。
（24日金曜午後8時～他放送）

一力 遼八段（右）、志田達哉七段
©囲碁・将棋チャンネル

第26期 銀河戦
　Hブロック最終戦には久保利明銀河
が登場する。前期優勝の久保銀河は、
王将戦2連覇や順位戦A級での勝ち越
しなど、第一線で活躍しているトップ
棋士の一人。生粋の振り飛車党として
も有名で、近年のタイトル保持者の中
では希少な存在だ。サバキを得意とす
る振り飛車の達人の技に注目したい
（2日）。
　そして、7日からはいよいよ決勝ト
ーナメントが始まる。タイトルホルダ
ーの渡辺　明棋王を筆頭に、好メン
バーが続 と々出場を決めている。本戦
で6連勝以上を記録したのが、八代　
弥六段、増田康宏六段、黒沢怜生五
段の3名。その中でも一番連勝を伸ば
した増田六段は、ハイレベルな若手棋
士の中で、新人王戦連覇を成し遂げ
ている有望株。八代六段、黒沢五段
らとともに決勝トーナメント初出場と
なる。彼らが、決勝トーナメントでど
んな結果を残すのか期待したい。
　3日午後3時からは、決勝トーナメ
ントをより一層楽しむための「第26期 
銀河戦決勝トーナメント開幕特番」を
お送りする。決勝トーナメント出場者
16名を紹介し、見どころをお伝えする。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
　8月は本戦トーナメント2回戦第2局
から放送する。
　4日は山口恵梨子女流二段 vs 和田
あき女流初段の一戦。1回戦でタイト
ル獲得経験のある上田初美女流三段
に勝利した山口女流二段。初のベスト
4入りなるか。一方の和田女流初段は、
銀河戦などで聞き手を務めている20
歳の若手。本戦初出場ながら1回戦を
突破し勢いに乗っている。今後の活躍
が楽しみな存在だ。
　また、ベテランの清水市代女流六
段vs加藤桃子奨励会初段の好カード
も控えており、目が離せない戦いが続く。
（毎週土曜午後6時～他放送）

女流棋戦
　8月より第11期マイナビ女子オープ
ンの棋譜を取り上げる。
　2日は予選より鈴木環那女流二段 
vs 武富礼衣女流3級の一戦。じっく
りとした流れで相矢倉戦のオーソドッ
クスな駒組みから、角がにらみ合う脇
システムと呼ばれる形となった。
　9日は予選より山根ことみ女流初段 
vs カロリーナ・ステチェンスカ女流1
級の一戦。昨年、初の外国人女流棋
士となったカロリーナ女流1級の注目
対局を振り返る。16日以降も好局を
紹介する。
（毎週木曜午後7時～他放送）

久保利明銀河 ©囲碁・将棋チャンネル

山口恵梨子女流二段 ©囲碁・将棋チャンネル

小林泉美六段（右）、万波奈穂三段
©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会 The PASSION!!
26日：月刊 囲碁棋聖戦 9月号

△第25期 銀河戦

△将棋講座

△将棋講座
△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

●第27期 竜星戦●第27期 竜星戦

●お好み置碁道場

　6日：第5回 グロービス杯
世界囲碁U－20

20日：第39回 世界アマチュア
囲碁選手権戦
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
第27期決勝Ｔ進出決定
今村善彰

13日～：竜星戦セレクション
紫綬褒章受章 小林光一特集

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（1～22日）

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

△将棋講座
△初級講座

△お好み将棋道場

20日：QTnet将棋Day2018
～次世代将棋名人戦
（15：17）インフォメーション

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座
6日：（16：25）閃き！5手詰 1本勝負
△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●第1期 韓国竜星戦

13・27日：第9期 中国竜星戦

●第27期 竜星戦

△タイトル戦 徹底解説 ●棋力向上委員会
The PASSION！！

△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座

△第26期 銀河戦
27日：（23：00）

第26期 銀河戦
決勝トーナメント 開幕特番
（23：25）
羽生善治インタビュー特番

●厳選棋譜解説
Googleディープマインド
チャレンジマッチ

18日～：厳選棋譜解説 第54期 十段戦

●第26期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第38期 棋聖戦

●棋力向上委員会
The PASSION!!

●お好み置碁道場

21日：第4回 日中竜星戦

●Let'sチャレンジ詰碁（7・14日）●Let'sチャレンジ詰碁（13・20日）
インフォメーション（CM）

△将棋講座

△第6期 リコー杯 女流王座戦
14日～：第24期 大山名人杯 倉敷藤花戦

△将棋講座
△お好み将棋道場●記憶の一局

27日：インフォメーション
（10：30）幽玄の間

●幽玄の間
●幽玄の間

△第26期 銀河戦

△将棋講座
●日本囲碁連盟囲碁講座 他
28日：月刊 囲碁棋聖戦 9月号
●パンダネット囲碁講座 他
6日：第27期 竜星戦 決勝トーナメント 開幕特番

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第26期 竜星戦

●日本囲碁連盟囲碁講座
●囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

●挑戦！テレビ将棋認定

●囲碁講座 他
7日：（16：25）詰碁コーナー

●棋力向上委員会
The PASSION!!

△最新対局徹底解説

△めざせプロ棋士

△第26期 銀河戦

△中級講座

△中級講座 △将棋講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座 他
●挑戦！テレビ囲碁認定

△第25期 銀河戦

△中級講座
△将棋講座
△将棋講座

△中級講座 他
△将棋講座
△将棋講座

△将棋講座

△第25期 大山名人杯
倉敷藤花戦

1日：第7期 リコー杯 女流王座戦
△タイトル戦 徹底解説

1日：月刊 竜王戦 8月号

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
ＣＭ・●囲碁講座 他
1・29日：（6：45）囲碁まるナビ
15日：第27期 竜星戦 決勝トーナメント 開幕特番

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁初級講座

●次の一手TVミニ（8～22日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●囲碁 名局の解説
「第6期 竜星戦」特集

　3日：囲碁 名局の解説
「第5期 竜星戦」特集

●お好み置碁道場

29日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座

△将棋講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

1日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●幽玄の間
●パンダネット囲碁講座
15・22日：（19：36）詰碁コーナー

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
23日：第27期 竜星戦 決勝トーナメント 開幕特番

●囲碁初級講座
●第27期 竜星戦

△第26期 銀河戦

△最新対局徹底解説
29日：月刊 竜王戦 9月号

△将棋講座
●第26期 竜星戦

●記憶の一局

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●Let'sチャレンジ詰碁（18・25日）
△将棋連盟が選ぶ注目の一局
16日：第26期 銀河戦

決勝トーナメント 開幕特番
（6：30）インフォメーション

△タイトル戦徹底解説

△第26期 銀河戦
△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座

△将棋講座

△将棋講座
23日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番

（10：00～10：22）
26日：月刊 竜王戦 9月号

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

2日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●第26期 竜星戦

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座 他
●囲碁講座 他
●挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁初級講座  9日～：幽玄の間
2日：（16：25）詰碁コーナー

●パンダネット囲碁講座 他
●パンダネット囲碁講座 他

●パンダネット講座 他
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△第11期 マイナビ女子
オープン

△挑戦！テレビ将棋認定
△第26期 銀河戦

△将棋講座
●定石講座 他

●日本囲碁連盟囲碁講座 他

●第27期 竜星戦●第27期 竜星戦

△第25期 銀河戦

△将棋講座

●銀河戦セレクション
第26期決勝Ｔ進出決定
伊藤真吾五段

10日～：銀河戦セレクション　
初タイトル獲得記念
高見泰地四段

△解けたら初段！7手詰
△挑戦！テレビ将棋認定
●厳選棋譜解説
第19回 農心辛ラーメン杯

3日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●幽玄の間 他

●囲碁講座
●囲碁上級講座

●Let'sチャレンジ詰碁

●第9期 中国竜星戦

10・24日：第1期 韓国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第25期 銀河戦

△将棋講座
△タイトル戦徹底解説
3日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番
（15：22）将棋講座

△中級講座
●お好み置碁道場

3日：第16回 囲碁アマチュア竜星戦
ひかりTV杯ネット
囲碁選手権大会

●パンダネット囲碁講座
●記憶の一局

●幽玄の間

●パンダネット囲碁講座
5日：第27期 竜星戦 決勝トーナメント 開幕特番
（20：25）囲碁初級講座

●記憶の一局

●囲碁上級講座
●お好み置碁道場

10日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018 1回戦1
（21：34）挑戦！テレビ囲碁認定

24日：第8回 フマキラー
囲碁マスターズカップ

●囲碁初級講座
△第24期 大山名人杯 倉敷藤花戦
3日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番
（22：25）中級講座

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

△将棋講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局
他

△めざせプロ棋士

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
第27期決勝Ｔ進出決定
本木克弥

11日～：竜星戦セレクション
紫綬褒章受章 小林光一特集

11日：（5：31）インフォメーション

△めざせプロ棋士

△タイトル戦 徹底解説

△挑戦！テレビ将棋認定
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

●入門講座

●将棋講座

△お好み将棋道場

△将棋講座  26日：将棋まるナビ
4日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番

●記憶の一局

●第9期 中国竜星戦

11・25日：第1期 韓国竜星戦

●厳選棋譜解説
第40期 新人王戦

11日～：厳選棋譜解説 第40期 名人戦

●第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

●第22回 世界囲碁選手権
25日：月刊 囲碁棋聖戦 9月号

（17：45）囲碁まるナビ

●囲碁上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士
11日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番

（25：30）羽生善治インタビュー特番

△最新対局徹底解説

△中級講座
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座

△銀河戦セレクション
第26期決勝Ｔ進出決定
伊奈祐介六段

12日～：銀河戦セレクション　
初タイトル獲得記念
高見泰地四段

△初級講座 他  26日：囲碁まるナビ

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座
5日：第27期 竜星戦 決勝トーナメント 開幕特番 他

●お好み置碁道場
12日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018 1回戦1
26日：第8回 フマキラー

囲碁マスターズカップ

●パンダネット囲碁講座
●幽玄の間（12日）

●囲碁まるナビ（26日）

△挑戦！テレビ将棋認定
△第11期 マイナビ女子
オープン

△最新対局徹底解説

△銀河戦セレクション
糸谷哲郎 特集

△将棋講座

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
11日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番

（16：25）羽生善治インタビュー特番
26日：リクエストアワー（将棋）（～17：45）

△次の一手TVミニ（12～26日）

△タイトル戦 徹底解説
26日：（17：45）将棋まるナビ

△中級講座
●厳選棋譜解説
第42期 名人

●幽玄の間presents
●パンダネット囲碁講座
●挑戦！テレビ囲碁認定
●囲碁上級講座

△お好み将棋道場

19日：QTnet将棋Day2018
～次世代将棋名人戦
（23：17）中級講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第2期 リコー杯 女流王座戦
12日～：女流棋戦 第6回 大和証券杯

ネット将棋 女流最強戦

△中級講座  26日：囲碁まるナビ
5日：第26期 銀河戦 決勝トーナメント 開幕特番

△タイトル戦 徹底解説

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定

●幽玄の間
●囲碁初級講座
●幽玄の間

●囲碁上級講座

●パンダネット囲碁講座 他
●パンダネット囲碁講座
2・30日：（5：22）囲碁まるナビ

△閃き！5手詰 1本勝負
△解けたら初段！7手詰

△挑戦！テレビ将棋認定

△タイトル戦徹底解説

△中級講座

△浪花道場 3手詰（11日～）
△挑戦！テレビ将棋認定 他
△お好み将棋道場

18日：QTnet将棋Day2018
～次世代将棋名人戦
（21：22）中級講座

△将棋講座

機器メンテナンスのため休止
28日 0：00～8：00

△閃き！5手詰 1本勝負（12・19日）

6日：第27期 竜星戦 決勝
　　トーナメント 開幕特番

7日：第26期 銀河戦 決勝
　　トーナメント 開幕特番

28日：第26期 銀河戦 決勝
　　トーナメント 開幕特番

6日：第26期 銀河戦 決勝
　　トーナメント 開幕特番

●日本囲碁連盟囲碁講座


