
第28期 竜星戦
　第28期 竜星戦の開幕局となるAブロック１回戦

は、富士田明彦六段 vs芝野龍之介初段の一戦。富士田六段は若手棋戦で実績が
あり、本格的でじっくりと打つ棋風。第23期以来の決勝トーナメント進出に向けて
好発進を決めたいところ。一方の芝野初段は、芝野虎丸七段の実兄であり、プロ2
年目で伸びしろがある若手棋士。囲碁AIとの練習対局に力を入れていることでも知
られ、本局では囲碁AIから影響を受けた斬新な着手が見られるかもしれない（1日）。
　Cブロック1回戦は、安達利昌五段vs関　航太郎二段。安達五段は第25期本戦

で9連勝を挙げた実力者。独特な感性を持って
いて、相手の意表を突く一手が出るか注目した
い。対する関二段は、国際棋戦グロービス杯で
日本代表選手になる程の有望な若手棋士だ。竜
星戦のデビュー戦を勝利で飾れるか期待がかか
る（8日）。
　Dブロック1回戦は、伊藤優詩四段 vs 上野
愛咲美女流棋聖の一戦。本戦2回目の出場とな
る伊藤四段は初勝利なるか。今年、初タイトル
を獲得し、大石を仕留めることでも有名な上野
女流棋聖は本棋戦初登場（10日）。

「記憶の一局」河野 臨特集
　平成四天王と共に長年タイトル戦やリ
ーグ戦で活躍してきた河野 臨九段が登
場。心に刻まれた自身の対局を解説する。
早碁世界一の称号を懸けた第26回テレ
ビアジア選手権でのイ・セドル九段との
決勝戦や、井山裕太棋聖との第41期棋
聖戦挑戦手合七番勝負など、トップ棋
士ならではの大舞台の一戦を振り返り、
当時の思いや心境を存分に語って頂く。どんなエピソードが飛び出すのか！？ 聞き手・
万波奈穂扇興杯とのトークに注目だ。（毎週金曜午後6時～他放送）

囲碁スペシャル「第17回 囲碁アマチュア竜星戦スカパー！杯ネット囲碁選手権大会」
　大規模なアマチュア大会が今年も開催。ネット対局「幽玄の間」で予選、本戦、決勝トーナメントが行われた。各ク
ラスの上位者には賞品が、最強戦クラスのベスト4進出者には全国大会出場の権利が贈られた。そして、囲碁・将棋チ
ャンネル竜星スタジオでのリアル対局の決勝戦で、いよいよスカパー！杯のチャンピオンが決定する。毎年全国レベルの
猛者が集結する本大会を勝ち抜くのは誰なのか。アマチュアトップレベルの決勝戦の模様をお届けする。
（19日午後8時～他放送）富士田明彦六段 ©囲碁・将棋チャンネル

河野　臨九段 ©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　第27期 銀河戦が開幕する。
　2日から放送する本戦トーナメント
は、前期決勝トーナメント進出者、タ
イトルホルダー、順位戦A級、B級1
組在籍者、予選通過者、そして女流
棋士枠から2名、アマチュア枠から4
名により行われる。若手からベテラン
まで96名の棋士による早指し戦で「銀
河位」を決める。
　前期はアマチュアがプロ棋士に勝利
し注目を集め、話題が尽きない本棋戦で、
今期はどんな棋士が活躍するのか。
　女流枠からは、里見香奈女流四冠
と渡部 愛女流王位が登場。里見女流
四冠は、8期ぶりに本戦トーナメント
出場となり、初の1回戦突破に期待が
かかる。また、渡部女流王位は本棋
戦初登場。今年初タイトルを獲得し、
今年度の女流棋士対局数、連勝数で
も上位にランクインし勢いがあるが、
どのような戦いを見せてくれるのか。
　そして、今なお注目度の高い藤井
聡太七段も本戦トーナメントに登場。
　今期も多彩な顔ぶれが揃った銀河
戦をお楽しみください。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
　挑戦者決定戦から1ヵ月。いよいよ里
見香奈女流王将との三番勝負が始まる。
　6日は挑戦者決定戦を振り返り、今
期は三番勝負を生放送でお送りする。
　第1局は13日、第2局は19日、第
3局は26日にそれぞれ生放送を予定
しており、対局の緊張感と女流棋戦
ならではの華やかな対局を、リアルタ
イムでお楽しみいただきたい。（※第2
局で終了の場合、26日は番組変更）
　里見女流王将が7期目の女流王将
位を獲得するのか。それとも挑戦者
が奪取するのか。熱戦が期待される。
　また、12月からは三番勝負の内容
を凝縮し再放送予定。こちらも是非
お楽しみください。

将棋スペシャル
「第7回 J:COM杯
～3月のライオン子ども将棋大会～」
　高校生プロ棋士を主人公にした漫
画「3月のライオン」とコラボした子ど
も将棋大会。今回は過去最多の全国
8会場で地区大会が開催され、クラス
別の対局、プロ棋士による将棋講座
や大盤解説会など、多くの方にご参
加をいただき大盛況のイベントとなっ
た。番組では、地区大会の成績上位
者による全国大会の模様と、囲碁・
将棋チャンネルのスタジオで行われた
決勝戦を森内俊之九段の解説でお送
りする。（20日土曜午後8時～他放送）

里見香奈女流王将 ©囲碁・将棋チャンネル

渡部　愛女流王位 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会 
The PASSION!!

28日：月刊 囲碁棋聖戦 11月号
（8：45）囲碁まるナビ

△第25期 銀河戦

10日～：銀河戦セレクション
羽生善治 特集

△中級講座

△将棋講座
△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

17日～：第11期 マイナビ女子オープン

●第28期 竜星戦
　3日：第28期 竜星戦 開幕特番

（8：40）詰碁コーナー
（8：45）Let'sチャレンジ詰碁
（9：00）記憶の一局

24日：Let'sチャレンジ詰碁
（9：48）上級講座

●第27期 竜星戦

8日～：第28期 竜星戦

●お好み置碁道場

15日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（7：30）インフォメーション
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●パンダネット講座（1・8・22・29日）

●竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ
張　栩 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●幽玄の間（3～24日）

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

15日～：第11期 マイナビ女子オープン
（12：50）最新対局徹底解説

△将棋講座  29日：初級講座
△初級講座 15日～：ひふみん日記

△お好み将棋道場

22日：第7回 J:COM杯
～3月のライオン子ども将棋大会～

△挑戦！テレビ将棋認定
△入門講座
8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

8・22日：第9期 中国竜星戦

●第28期 竜星戦

●上級講座
●囲碁講座

●棋力向上委員会
The PASSION!!●日本囲碁連盟囲碁講座

●上級講座
●囲碁講座
●日本囲碁連盟囲碁講座

△第26期 銀河戦 ●厳選棋譜解説
第71期 本因坊戦

●第26期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第69期 本因坊戦

●棋力向上委員会
The PASSION!!

●お好み置碁道場

●Let'sチャレンジ詰碁●Let'sチャレンジ詰碁（1・8日） ●Let'sチャレンジ詰碁（6日）
インフォメーション（CM）

△将棋講座

△第24期 大山名人杯
倉敷藤花戦
2日：月刊 竜王戦 10月号

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場●記憶の一局

●幽玄の間  15日～：囲碁講座

●幽玄の間  8日～：囲碁講座

△第26期 銀河戦

9日～：第27期 銀河戦

●月刊 囲碁棋聖戦
9・16日：幽玄の間  23日：ＣＭ
●囲碁まるナビ
9～23日：（12：35）パンダネット囲碁講座

●囲碁講座

●第26期 竜星戦

16日～：竜星戦セレクション
河野　臨 特集

インフォメーション
9日～：日本囲碁連盟囲碁講座
●囲碁講座  9日～：初級講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△挑戦！テレビ将棋認定

●囲碁講座 23日～：パンダネット囲碁講座
16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27期 銀河戦

△中級講座

△将棋講座 12日～：ひふみん日記

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定

△第25期 銀河戦

△将棋講座
△将棋講座
△将棋講座

△将棋講座
△中級講座
△将棋講座

△将棋講座

△第25期 大山名人杯 倉敷藤花戦

△タイトル戦 徹底解説
3日：月刊 竜王戦 10月号

△中級講座（17日～）
△挑戦！テレビ将棋認定
●月刊 囲碁棋聖戦 
17・24日：パンダネット囲碁講座

（6：52）次の一手TVミニ

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●初級講座

●囲碁まるナビ（3・31日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●囲碁 名局の解説
「第7期 竜星戦」特集

　5日：囲碁 名局の解説「第6期 竜星戦」特集
（9：47）Let'sチャレンジ詰碁

12日：Let'sチャレンジ詰碁
（9：48）上級講座

●お好み置碁道場

31日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）
3・24日：中級講座

△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
31日：月刊 竜王戦 11月号

（17：48）中級講座

●厳選棋譜解説 第73期 本因坊戦
31日：厳選棋譜解説 第43期 碁聖戦

●初級講座
●第28期 竜星戦

△第26期 銀河戦

△将棋講座 10日～：中級講座

●第26期 竜星戦

●記憶の一局

●挑戦！テレビ囲碁認定
△将棋連盟が選ぶ 注目の一局
（7：00）△タイトル戦 徹底解説

11日：●囲碁 名局の解説
　「第6期 竜星戦」特集

18日：●第1期 韓国竜星戦
25日：●第28期 竜星戦

△第27期 銀河戦

4日：第27期 銀河戦 開幕特番
（8：48）第11期 マイナビ女子オープン
（9：38）閃き！5手詰 1本勝負

△挑戦！テレビ将棋認定（4・11日）

△将棋講座

△将棋講座

△将棋講座
△将棋講座

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第73期 本因坊戦

●第26期 竜星戦

18日～：竜星戦セレクション
河野　臨 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
6・13日：インフォメーション（～12：14）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●初級講座
△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27期 銀河戦

△将棋講座
●定石講座
25日（22：10）上級講座
●日本囲碁連盟
囲碁講座
●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
初タイトル獲得記念
高見泰地四段

12日～：銀河戦セレクション
話題の棋士 瀬川晶司特集

△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73期 本因坊戦

●パンダネット囲碁講座
●囲碁講座
●上級講座

●第1期 韓国竜星戦
12日：第9期 中国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ注目の一局
12日：記憶の一局
19日：ＣＭ/中級講座
26日：第9期 中国竜星戦（～14：00）

△第25期 銀河戦
12日：銀河戦セレクション

羽生善治 特集
19日：将棋連盟が選ぶ 注目の一局

△将棋講座（5・12日）
△将棋講座
26日：めざせプロ棋士（～16：00）
インフォメーション（5・12日）

●第16回 囲碁アマチュア竜星戦
12日：お好み置碁道場
19日：（17：00）△タイトル戦 徹底解説

（17：46）△将棋講座
26日：△将棋連盟が選ぶ 注目の一局

（17：00）△最新対局徹底解説
（17：46）△中級講座

●パンダネット囲碁講座（5・12日）
●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●記憶の一局

●上級講座
●お好み置碁道場
12日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（21：34）挑戦！テレビ囲碁認定

19日：第17回 囲碁アマチュア竜星戦
スカパー !杯ネット囲碁選手権大会

●初級講座
△タイトル戦 徹底解説

△第40期 霧島酒造杯 
女流王将戦

19日～：名勝負の解説
宗銀・印達 特集

△将棋講座 12日～：中級講座

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△めざせプロ棋士

●第24期 大山名人杯 倉敷藤花戦
12日～：第43期 岡田美術館杯女流名人戦

●竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ
張　栩 特集

△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（13日 ～9：45）

△お好み将棋道場

△将棋講座
27日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●第1期 韓国竜星戦

27日：第9期 中国竜星戦

●厳選棋譜解説
第40期 名人戦

20日～：厳選棋譜解説 第63期 王座戦

●第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

13日：将棋プレミアムフェス in 名古屋
20日：お好み置碁道場
27日：第28回 国際アマチュア・

ペア碁選手権大会

●第14回 LG杯 世界棋王戦
13日：タイトル戦 徹底解説

（17：48）中級講座
27日：月刊 囲碁棋聖戦 11月号

（17：45）囲碁まるナビ

●上級講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

△めざせプロ棋士

△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 △将棋講座 12日～：初級講座

△銀河戦セレクション
話題の棋士
瀬川晶司 特集

△中級講座  28日：囲碁まるナビ

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●お好み置碁道場

14日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（11：34）Let'sチャレンジ詰碁

21日：第17回 囲碁アマチュア竜星戦
スカパー !杯ネット囲碁選手権大会

●初級講座
△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

14日：●第9期 中国竜星戦

△将棋講座（7・21・28日）

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
14日：●厳選棋譜解説 第40期 名人戦
28日：リクエストアワー（将棋）（～17：45）

△次の一手TVミニ（7～21日）

△タイトル戦 徹底解説
14日：●第14回 LG杯 世界棋王戦
28日：（17：45～18：00）将棋まるナビ
△中級講座（7・21日）

●厳選棋譜解説
第65期 王座戦

14日～：厳選棋譜解説
第22回 LG杯朝鮮日報棋王戦

●パンダネット囲碁講座
28日：（19：22）詰碁コーナー

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△お好み将棋道場

21日：第7回 J:COM杯
～3月のライオン子ども将棋大会～

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第39期 ユニバーサル杯 
女流名人位戦

△中級講座
28日：囲碁まるナビ

△タイトル戦 徹底解説

●挑戦！テレビ囲碁認定

●挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁講座
●初級講座
●囲碁講座

●Let'sチャレンジ詰碁 14日～：上級講座

●囲碁講座 4日：パンダネット
●パンダネット囲碁講座

4日：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（6日）
△挑戦！テレビ将棋認定（6・20・27日）
△お好み将棋道場

20日：第7回 J:COM杯
～3月のライオン子ども将棋大会～

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（7・21日）
●囲碁講座

機器メンテナンス
のため休止
24日

3：00～4：00

機器メンテナンスのため休止
10日 1：00～7：00

△中級講座 1・29日：囲碁まるナビ

機器メンテナンスのため休止
3日 4：00～5：00

生放送
24日

△第31期 竜王戦七番勝負
第2局 2日目 朝（8：50～9：48）

生放送
12日

△第31期 竜王戦七番勝負
第1局 2日目 朝（8：50～9：48）

生放送
26日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第3局 朝 ※延長の可能性有

生放送
26日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第3局 夕方（14：00～15：00）

生放送
19日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第2局 夕方（14：00～17：00）

生放送
19日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第2局 朝

生放送
13日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第1局 朝（9：45～12：00）

生放送
13日

△第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
三番勝負第1局 夕方（14：00～17：00）

生放送
24日

△第31期 竜王戦七番勝負
第2局 2日目 夕方（18：00～19：48）

生放送
12日

△第31期 竜王戦七番勝負
第1局 2日目 夕方（18：00～19：48）

4日：
月刊 囲碁棋聖戦
10月号
（22：48）上級講座


