
第28期 竜星戦
　Eブロック5回戦には金 秀俊九段が登場す

る。第30期 新人王戦決勝三番勝負で、井山裕太四段（当時）に勝利し、優勝
を収めている金九段。その後も順調に勝ち星を重ね、昨年、九段へ昇段を果た
した。目一杯に打つ力戦家として知られ、激しい戦いになることが多い。今期、
3期ぶりの決勝トーナメント入りを目指す（4日）。
　Hブロック5回戦には林 漢傑八段が登場。詰碁作家としても有名な林八段。
その美しい仕上がりからプロの間でも評価が高い。また、本棋戦では第21期準

優勝の実績があり、再び活躍が期待される（13
日）。
　Aブロック6回戦には青木喜久代八段が登場す
る。数々の女流タイトルを獲得してきた青木八段。
6期ぶりの本戦出場で注目の存在だ（18日）。
　Bブロック6回戦には河野 臨九段が登場。河
野九段は、棋聖戦、名人戦、本因坊戦のすべて
のリーグに在籍しているトップ棋士の一人。早碁
も強く、竜星戦では優勝2回の実績を誇る。今期、
優勝を飾った第23期以来の決勝トーナメント進
出を目指す（20日）。

第二十二期 ドコモ杯 女流棋聖戦
　佳境を迎えた女流棋聖戦本戦トーナメント。
いよいよ準決勝と挑戦者決定戦、そして挑戦手
合三番勝負第1局をお送りする。今期台風の目
となっているのが関西総本部所属の加藤千笑初
段。入段1年目にして、準決勝まで勝ち進むあ
たり、かなりの実力者だ。将来有望で、今後目
が離せない存在となりそう。また、本棋戦と相
性の良い吉原由香里六段も準決勝に勝ち進んで
いる。3期ぶりの挑戦手合進出に期待がかかる。若きチャンピオン上野愛咲美女流棋聖に
挑戦するのは果たして誰か!?（毎週日曜午後8時～他放送）

囲碁スペシャル「第29回 国際アマチュア・ペア碁選手権大会」
　2018年12月に開催されたペア碁の祭典「国際アマチュア・ペア碁選手権大会」。世界中からハイレベルなアマチュアが集
結するペア碁トーナメントは、これまでアジア勢が歴代の優勝を占めており、2006年から韓国ペアが11連覇を達成。前大会
は日本ペアが18年ぶりの優勝を飾っていた。だが、近年はヨーロッパ、北米、中南米の選手も力を付けてきており侮れない。また、
同時開催のハンデ戦は様々な棋力の囲碁ファンに人気で、国際交流と共に和やかに行われた。世界中から注目を集めたイベ
ントの模様をお送りする。（8日午後8時～他放送）金 秀俊九段 ©囲碁・将棋チャンネル

上野愛咲美女流棋聖
©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　Eブロック5回戦には藤井聡太七段
が登場する。藤井七段といえば、第
49期 新人王戦での優勝が記憶に新
しい。規定により最後の出場となった
新人王戦で31年ぶりに史上最年少記
録を更新し、その後の活躍も衰え知
らず。今年度の勝数ランキング、勝率
ランキングでも上位をキープしており、
今後ますますの活躍に期待がかかる。
銀河戦では、前期初出場で1勝に留
まったが、今期はどこまで勝ち進むこ
とが出来るか。プロ棋士からも称賛さ
れる終盤のテクニックで、驚くような
好手が出るか注目だ（5日）。
　Gブロック5回戦には増田康宏六段
が登場。増田六段は、今年度の竜王
戦ランキング戦2期連続昇級の規定を
満たし、二十歳にして六段に昇段を
果たした若手トップ棋士。将棋界の常
識にとらわれないユニークな発言でも
人気だ。今や代名詞となった雁木な
どバランスを重視した指し方を好み、
前期の銀河戦では、7連勝を挙げ決
勝トーナメントに進出。今期も活躍な
るか（12日）。
　19日から6回戦に突入。Cブロック
6回戦には青嶋未来五段が登場する。
青嶋五段は、プロ入り4年目の若手
棋士の一人。振り飛車穴熊を得意と
しているが、相手の棋風や出現した局
面によって自在に指し分けるオールラ
ウンダーとしても知られている。第25
期以来の決勝トーナメント進出を懸け、
初戦をどのような戦法で挑むのか注目
したい（26日）。

将棋スペシャル 
「第35期 全国アマチュア 
王将位大会 準決勝 第2局」

　「アマチュア王将位大会」準決勝第
2局の模様をお送りする。
　第2局は北関東地区代表の小山怜
央さんと森村賢平アマ王将の対局と
なった。小山さんは第33期優勝、前
期3位という実績の持ち主。一方の森
村アマ王将は今期2連覇が懸っている。
決勝進出すれば「第28期 銀河戦」出
場権も与えられるという熱戦必至の大
一番。及川拓馬六段の解説でお楽し
み下さい。
（23日午後8時～他放送）

将棋スペシャル   
「第8回 将棋ジュニア銀河戦」
　今回で8回目を迎える「将棋ジュニ
ア銀河戦」。番組では、インターネッ
ト予選を勝ち抜いた2名による決勝戦
の模様をお届けする。決勝戦は、楠
本一斗さんと杉浦悠斗さんの中学生
同士の対決で、リアル対局で行われた。
ネット対局・リアル対局の両方を制し
「ジュニア銀河」の座に輝いたのは果
たして!?　熱戦の模様を真田圭一八
段の解説でお送りする。
（16日午後8時～他放送）

藤井聡太七段 ©囲碁・将棋チャンネル

及川拓馬六段 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会
The PASSION!!

24日：月刊 囲碁棋聖戦
（8:45）囲碁まるナビ

●囲碁講座
●初級講座
●パンダネット
　囲碁講座

△銀河戦セレクション
中村太地 特集

△将棋講座

△将棋講座
△第8期 リコー杯
女流王座戦

●第28期 竜星戦●第28期 竜星戦

25日：Let'sチャレンジ詰碁

（9:45～11:45）第28期 竜星戦

●第40回 世界アマ
日本代表決定戦

11日：第3期 囲碁プレミアム杯 G1グランプリ
18日：（7:00）上級講座

（7:42）詰碁コーナー
25日：第17回 囲碁アマチュア竜星戦 決勝戦
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●パンダネット講座

●竜星戦セレクション
第43期碁聖位
許  家元 特集

25日：竜星戦セレクション
平成四天王シリーズ 山下敬吾 特集
（5:47）Let'sチャレンジ詰碁

●挑戦！テレビ囲碁認定 ●Let'sチャレンジ詰碁
△第8期 リコー杯
女流王座戦

△中級講座
△中級講座

△お好み将棋道場

18日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
25日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△最新対局徹底解説 

△挑戦！テレビ将棋認定
△将棋講座 18日～：入門講座
11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

●第二十二期 ドコモ杯
女流棋聖戦

25日：（19：00）棋力向上委員会 
The PASSION!!

●第28期 竜星戦

●上級講座
●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
●パンダネット囲碁講座
●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 名人戦

●第27期 竜星戦

●厳選棋譜解説
第39期 名人戦

25日：厳選棋譜解説 第62期 王座戦

●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）

19日～：中級講座
△将棋講座

△第43期 岡田美術館杯
女流名人戦
5日：月刊 竜王戦 2月号

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場●記憶の一局

●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）
26日:月刊 囲碁棋聖戦 3月号
●パンダネット
26日:（12:45）囲碁まるナビ

●囲碁講座

●竜星戦セレクション
志田達哉 特集

●日本囲碁連盟囲碁講座
●初級講座
●挑戦！テレビ囲碁認定

△挑戦！テレビ将棋認定

●囲碁初級講座
12・26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

●パンダネット囲碁講座
●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

●挑戦！テレビ将棋認定 

△第26期 銀河戦

△将棋講座
△将棋講座
△ひふみん日記  12日～：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

27日：第11期 マイナビ女子オープン
△タイトル戦 徹底解説

6日：月刊 竜王戦 2月号

△第27期
　銀河戦

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●パンダネット囲碁講座
27日：月刊 囲碁棋聖戦 3月号

（6:45）囲碁まるナビ

●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（6・13日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

●第二十二期 ドコモ杯
女流棋聖戦

27日：リクエストアワー（囲碁）

△将棋講座
27日：インフォメーション（ＣＭ）

△初級講座
23日：将棋講座

△挑戦！テレビ将棋認定 △中級講座
△将棋講座 13日～：入門講座
27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
20日：ひふみん日記/（17:30）ＣＭ
27日：月刊 竜王戦 3月号

（17:48）中級講座

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

●初級講座
●第28期 竜星戦

△第27期 銀河戦

△中級講座
●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

△将棋講座

△挑戦！テレビ将棋認定

△将棋講座
△将棋講座

△入門講座
28日：月刊 竜王戦 3月号（～10:45）

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

●竜星戦セレクション
志田達哉 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
16・23日：CM（12:00～12:14）

●挑戦！テレビ囲碁認定

●囲碁初級講座
7・28日：（16:25）詰碁コーナー

●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（7・21日）
△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28期 竜星戦

△第26期 銀河戦

14・28日：第27期 銀河戦

△将棋講座

△銀河戦セレクション
1300勝達成
谷川浩司 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 名人戦

●パンダネット囲碁講座
●パンダネット囲碁講座
●上級講座

●お好み置碁道場

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△銀河戦セレクション
広瀬章人 特集

8日～：銀河戦セレクション
中村太地 特集

△将棋講座  15日：（14:36）CM

△タイトル戦 徹底解説
15日：将棋講座

●お好み置碁道場

●パンダネット囲碁講座

●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
  8日：第29回 国際アマチュア・

ペア碁選手権大会
15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

1日：月刊 竜王戦 2月号

△名勝負の解説
小野五平 特集

△中級講座
△将棋連盟が選ぶ

注目の一局

△めざせプロ棋士

△第10期 マイナビ
　女子オープン

●竜星戦セレクション
第43期碁聖位
許  家元 特集

23日：（5:47）Let'sチャレンジ詰碁 

△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
9日：（9:25）浪花道場 3手詰

△お好み将棋道場

△将棋講座

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
藤村洋輔 特集

●厳選棋譜解説
第40期 棋聖戦

●第7回 農心辛ラーメン杯
23日：月刊 囲碁棋聖戦 3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
  2日：月刊 竜王戦 2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 △入門講座

△銀河戦セレクション
1300勝達成
谷川浩司 特集

△将棋講座
24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 10日（11:50） 17日（11:38）
△挑戦！テレビ将棋認定
△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
24日：リクエストアワー（将棋）

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座  27日：（17:45）将棋まるナビ
●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

●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

17日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
24日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△将棋連盟が選ぶ
注目の一局

△第21期 大山名人杯 倉敷藤花戦

△中級講座
24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
●上級講座

●囲碁講座
●パンダネット囲碁講座

28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

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
△お好み将棋道場

16日：第8回 将棋ジュニア銀河戦
23日：第35期 全国アマチュア

王将位大会

△将棋講座
△将棋講座
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（3・17日）
●囲碁講座

△中級講座 25日:将棋まるナビ

生放送
3日

△第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第3局 2日目 夕方（18:00～20:00）

●お好み置碁道場
10日：第29回 国際アマチュア・

ペア碁選手権大会
17日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（11:38）上級講座

28日：
●月刊 囲碁棋聖戦
（22:48）
●上級講座

  2日：ひふみん日記
23日：将棋まるナビ

生放送
25日

△第68期 王将戦七番勝負
第4局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
25日

△第68期 王将戦七番勝負
第4局 2日目 夕方（17:00～19:00）

機器メンテナンスのため休止
18日 1:00～7:00

機器メンテナンスのため休止
18日 1:00～7:00

21日：
（7:00）
△タイトル戦
　徹底解説
（7:46）
△挑戦！テレビ
　将棋認定
（8:00）
△第27期 銀河戦

生放送
7日

△第68期 王将戦七番勝負
第3局 2日目 朝（8:50～9:48）

生放送
14日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第4局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
28日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第5局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
28日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第5局 2日目 夕方（18:00～20:00）

生放送
14日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第4局 2日目 夕方（18:00～20:00）

生放送
7日

△第68期 王将戦七番勝負
第3局 2日目 夕方（17:00～19:00）

生放送 3日
●第43期 棋聖戦挑戦手合
　七番勝負第3局 2日目 朝
　　　　　 （8:50～9:45）

3日：
（8:00）囲碁講座
（8:20）初級講座
（8:30）パンダネット
　　　 囲碁講座

（9:45）上級講座


