
第28期 竜星戦
　Eブロック3回戦には内田修平七段が登場す

る。内田七段は、名人戦リーグ入り通算2期や、第33期新人王戦優勝、第6回広
島アルミ杯若鯉戦優勝などの実績を残している実力者。本格派の碁で、戦いを好
むタイプ。本戦出場は7期目、第23期以来の決勝トーナメント進出を目指す（10日）。
　Fブロック3回戦には志田達哉七段が登場する。中部総本部所属の志田七段
は、ナショナルチームに参加する有望な20代の一人。ヨセを得意としており、
各棋戦で安定した成績を残している。第26期では5連勝を挙げ決勝トーナメン

トではベスト8。第65回NHK杯では決勝で井山
裕太棋聖と半目勝負の末、惜しくも準優勝となっ
たが存在感を示した。今期も活躍が期待される
（12日）。
　Hブロック3回戦には余 正麒七段が登場する。
本因坊戦リーグに在籍する余七段は、3年連続
で関西棋院最優秀棋士賞を受賞するなど、関西
棋院所属のトップ棋士。読みが早いため早碁も
強く、竜星戦では準優勝2回、第23期は8連勝、
第26期は9連勝を記録している。最多連勝者候
補だ（19日）。

第二十二期 ドコモ杯 女流棋聖戦
　11月より始まった女流棋聖戦。12月は、本戦ト
ーナメント 1回戦 第4局から第8局までを放送する。
　第4局は小野綾子初段 vs 加藤千笑初段の一戦。
両者ともに、本戦トーナメント初出場でどんな碁を
見せてくれるか楽しみだ（2日）。第6局は藤沢里菜
女流立葵杯vs奥田あや三段の一戦。藤沢女流立葵
杯は前期竜星戦での活躍が記憶に新しい。この女
流棋聖戦での活躍にも期待したい（16日）。
　第7局以降は、青木喜久代八段や吉原由香里六段などのトップ棋士、人気棋士が続々登場する。
（毎週日曜午後8時～他放送）

第1期 韓国竜星戦、第9期 中国竜星戦
　今年から始まった新棋戦「韓国竜星戦」が佳境を迎えている。優勝候補のパク・ジョンファン九段、シン・ジンソ九段らが早々に
敗れ波乱となったトーナメントも残すところ僅か。12月は準決勝第2局と決勝三番勝負を放送。果たして初代優勝者は誰になるのか！？
　また、今期よりリニューアルした「中国竜星戦」も佳境。前期は中国No.1の柯潔（か・けつ）九段が優勝。今期、国際棋戦優
勝経験者がひしめくハイレベルな決勝トーナメントを勝ち抜くのは誰か。
　そして、来年初開催の各竜星戦優勝者による日中韓竜星戦も注目だ。（毎週月曜午後6時～他放送）内田修平七段 ©囲碁・将棋チャンネル

藤沢里菜女流立葵杯
©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　Dブロック3回戦には八代 弥六段が
登場する。八代六段は、第10回朝日
杯で最年少優勝（当時）を達成した若
手実力者の一人。銀河戦では、前期ベ
スト8の成績を残している。居飛車党で
じっくりとした将棋を好む傾向があるが、
本局はどのような戦法で挑むのか（6日）。
　Gブロック3回戦には佐藤和俊六段
が登場する。佐藤六段は、前期に自
身初となる決勝トーナメント進出を果
たし、ベスト4の結果を残した実力者。
今年度も高勝率を維持し、好調さがう
かがえる。前期に引き続き好成績を残
せるか（18日）。
　25日からは4回戦に突入。Aブロッ
クには今泉健司四段が登場する。今泉
四段は、奨励会を退会後、一般企業
に勤めながらアマチュア強豪として活
躍。プロ編入試験で見事合格し、史
上最年長の41歳でプロ入りを果たし
た。最近では、第68回NHK杯で藤井
聡太七段との息詰まる熱戦を制したこ
とでも話題となった。早指しを得意とし、
中終盤の混戦で力を発揮する実戦派で
あり、本棋戦ではアマチュア時代の第
21・22期に2連勝、プロ入り後は第
25期に2連勝しているが、今期はそれ
以上の連勝なるか（25日）。

（生放送） 将棋プレミアムフェス 
in 名古屋2018

　昨年に引き続き、藤井聡太七段が
地元・愛知県で9日に開催されるイベ
ントに出演。このイベントを今年も生
放送でお届けする。
　また、当日は藤井聡太Day（仮）と称
して、過去に藤井七段が出演した番組
などを厳選して一挙放送！ 奨励会時代
の棋譜解説や、プロ棋士として経験を
重ねて挑んだ銀河戦の対局などを予定
しており、ファンはもちろん、そうでな
い方も必見の内容でお送りする。
　（9日午後放送予定）

最新対局徹底解説
　12月は、「第66期 王座戦」五番 
勝負第1、2局、「第39回 将棋日本シ
リーズ JTプロ公式戦」2回戦 第１、
2局を棋譜解説でお送りする。
　「第66期 王座戦」五番勝負は中村
太地王座 vs 斎藤慎太郎七段。初防
衛に臨む中村王座と初タイトル獲得に
挑む斎藤七段による居飛車党同士の
注目のシリーズだ。この棋譜を藤井 猛
九段が解説する。4日にお送りする第
１局は、角換わりの激戦となったが、
藤井九段はどのように捉えたのか。
※段位は対局当時
　（毎週火曜午後6時～他放送）

今泉健司四段 ©囲碁・将棋チャンネル

藤井聡太七段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会The PASSION!!
  9日：第二十二期 ドコモ杯

女流棋聖戦（～10：00）
30日：月刊 囲碁棋聖戦 1月号

（8:45）囲碁まるナビ

△銀河戦セレクション
佐藤天彦 特集

△将棋講座

△将棋講座
△第11期 マイナビ
女子オープン

●第28期 竜星戦

5日：Let'sチャレンジ詰碁

5日：（9:48）囲碁上級講座

●第28期 竜星戦

●お好み置碁道場
  3日：検証!AI9路盤
10日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（7:36）上級講座

17日：第17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
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●パンダネット講座

●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（12・19日）

△第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

  3日 第44期 岡田美術館杯女流名人戦
（12:50）最新対局徹底解説

31日 第8期 リコー杯女流王座戦
（12:50）最新対局徹底解説

△初級講座
△中級講座

△お好み将棋道場

△挑戦！テレビ将棋認定
△初級講座 17日～：入門講座
3・10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9期 中国竜星戦

10・24日：第1期 韓国竜星戦

●第28期 竜星戦

●上級講座
●囲碁講座 31日：パンダネット講座

●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27期 銀河戦 ●厳選棋譜解説
第41期 碁聖戦

8日～：厳選棋譜解説 第41期 新人王戦

●第27期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第39期 碁聖戦

31日：厳選棋譜解説 第39期 名人戦

●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
インフォメーション（CM）

25日：中級講座
△将棋講座

△第43期 岡田美術館杯
女流名人戦
4日：月刊 竜王戦 12月号

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場●記憶の一局
17日：インフォメーション（CM）

（10:30）上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

△第27期 銀河戦

インフォメーション（CM）
18日～：パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

●幽玄の間  6日：囲碁講座

●竜星戦セレクション
河野　臨 特集

●日本囲碁連盟囲碁講座
18日～：インフォメーション（CM）
●初級講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△挑戦！テレビ将棋認定

●幽玄の間
25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

△中級講座（7・14・28日）

●パンダネット囲碁講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

●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26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44期 岡田美術館杯
女流名人戦

△タイトル戦 徹底解説
5日：月刊 竜王戦 12月号

△タイトル戦
　徹底解説

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●パンダネット囲碁講座
19日：インフォメーション（～6：15）

●日本囲碁連盟囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●初級講座

●次の一手TVミニ

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

21日：Let'sチャレンジ詰碁

21日：（9:48）上級講座

●お好み置碁道場

  5日：第28期 竜星戦
28日：リクエストアワー（囲碁）

インフォメーション（CM）
26日：中級講座

△初級講座

△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

●厳選棋譜解説 第43期 碁聖戦
26日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●初級講座
●第28期 竜星戦

△第27期 銀河戦

△中級講座
●第28期 竜星戦

12日～：第27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

△第27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
27日：（10:34）閃き！5手詰 1本勝負

△将棋講座

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第43期 碁聖戦

27日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●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
15・22日：CM（12:00～12:14）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●幽玄の間

●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8期 リコー杯
女流王座戦

△挑戦！テレビ将棋認定
△第27期 銀河戦

△将棋講座
●定石講座

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第28期 竜星戦●第27期 竜星戦

11日～：第28期 竜星戦

△第26期 銀河戦

13日：第27期 銀河戦

△将棋講座

△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43期 碁聖戦

28日：厳選棋譜解説 第4回 日中竜星戦

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●上級講座

●第9期 中国竜星戦
14・28日：第1期 韓国竜星戦

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△銀河戦セレクション
佐藤天彦 特集

△将棋講座
△中級講座  （15：30）ＣＭ
14日：タイトル戦 徹底解説

（15:46）中級講座
21日：将棋講座（～15:30）

●お好み置碁道場

21日：プロ棋士ペア碁選手権
2018

●パンダネット囲碁講座（7・21・28日）

●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

●上級講座
●お好み置碁道場

14日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（21:36）上級講座

●初級講座
△タイトル戦 徹底解説

21日：●記憶の一局

△名勝負の解説
宗銀・印達 特集

14日～：第40期 霧島酒造杯
女流王将戦

△中級講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△めざせプロ棋士

△第43期 岡田美術館杯 
女流名人戦

  7・14日：（27:45）インフォメーション
21・28日：（27:48）入門講座

●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
1日：（9:25）浪花道場 3手詰

△お好み将棋道場

  1日：門下集結！ 大内延介
よみがえる名局
（11:20）ＣＭ
（11:50）将棋講座

△将棋講座（8～22日）
29日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●第1期 韓国竜星戦

8・22日：第9期 中国竜星戦

●厳選棋譜解説
第63期 王座戦

8日～：厳選棋譜解説 第17回 農心辛ラーメン杯

△名勝負の解説 宗銀・印達 特集
8日～：第40期 霧島酒造杯 女流王将戦
29日：将棋講座

（18:45）タイトル戦 徹底解説
（19:34）中級講座

●第14回 LG杯 世界棋王戦
29日：月刊 囲碁棋聖戦 1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
1日：月刊 竜王戦 12月号
（25:46）挑戦！テレビ将棋認定

△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
話題の棋士
瀬川晶司 特集

△中級講座
23日：将棋講座  30日：囲碁まるナビ
●記憶の一局

●日本囲碁連盟囲碁講座

●初級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
△第44期 岡田美術館杯
女流名人戦

16日～：第8期 リコー杯 女流王座戦

△最新対局徹底解説

△銀河戦セレクション
稲葉　陽 特集

△将棋講座

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
30日：リクエストアワー（将棋）

（17:45）将棋まるナビ

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座（2・16・23日）

●厳選棋譜解説
第42期 棋聖戦

●パンダネット囲碁講座

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△お好み将棋道場

9日：●第二十二期 ドコモ杯
　女流棋聖戦

△将棋連盟が選ぶ注目の一局
9日：●お好み置碁道場
（25:46）●挑戦！テレビ囲碁認定
（26:00～28：00）【藤井聡太Day】

△第6期 マイナビ
女子オープン

△中級講座（2・16・23日）
30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

●上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

△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（1～22日）
△挑戦！テレビ将棋認定
△お好み将棋道場

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（2・16日）
●囲碁講座

18日～：幽玄の間

△中級講座 31日:将棋まるナビ

生放送
5日

△第31期 竜王戦七番勝負
第5局 2日目 朝（8:50～9:48）

生放送 13日
△第31期 竜王戦
　七番勝負
　第6局 2日目 朝
　　 （8:50～9:45）

生放送
5日

△第31期 竜王戦七番勝負
第5局 2日目 夕方（18:00～19:48）

生放送
13日

△第31期 竜王戦七番勝負
第6局 2日目 夕方（18:00～19:46）

生放送
21日

△第31期 竜王戦七番勝負
第7局 2日目 夕方（18:00～19:48）

生放送
5日

●第37期 女流本因坊戦 挑戦手合
五番勝負 第4局（16:00～18:00）

13日：
（7:00）
△第27期 銀河戦
（8:38）
挑戦!テレビ将棋認定

20日：
（6:00）
●第二十二期
　ドコモ杯
　女流棋聖戦
（8:00）
△第27期 銀河戦 生放送

21日
△第31期 竜王戦七番勝負
第7局 2日目 朝（8:50～9:48）

生放送
14日

●第37期 女流本因坊戦 挑戦手合
五番勝負 第5局（16:00～18:00）

●お好み置碁道場
9日：（10:00～22:00）
【藤井聡太Day】

16日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（11:35）上級講座


