
第28期 竜星戦
　Gブロック6回戦には山田規三生九段が登場

する。山田九段は関西総本部所属の棋士として初の七大タイトルを獲得し、そ
の後も長年関西を盛り上げてきたトップ棋士。竜星戦やNHK杯でも優勝した実
績があり、早碁との相性は良い。若い頃は力碁で「ブンブン丸」と称されること
もあったが、ベテランとなった今、どんな碁を見せるのか（11日）。
　Aブロック7回戦には中小野田智己九段が登場する。中小野田九段はリーグ入
りの実績があるベテラン棋士。日本棋院常務理事を務めた経験があり、テレビ

棋戦の解説やアマチュア指導も好評で、普及の
面でも活躍してきた。第11期以来の決勝トーナ
メント入りを目指す（18日）。
　Cブロック7回戦には結城 聡九段が登場する。
これまでに数々のタイトル獲得やリーグ入りなど
の活躍で、関西棋院の最優秀棋士賞を13回も受
賞してきた結城九段。早碁に滅法強く、今期3度
目の優勝が期待される（25日）。
今月は他に、中野泰宏九段（4日）、仲邑信也九
段（6日）、柳　時熏九段（13日）、森田道博九
段（20日）、星野正樹九段（27日）が登場する。

第27期竜星 一力 遼の素顔
　第27期竜星戦で2期ぶり2度目の優勝を飾っ
た一力 遼竜星の素顔に迫るドキュメンタリー番
組。一力竜星は、十代の頃から若手棋戦を総
なめにし、国際棋戦でも結果を出してきた。そ
の後も毎年リーグ入りや七大タイトル戦に出場
している紛れもないトップ棋士だ。そんな一力
竜星だが、現在は早稲田大学に通う大学生で
もある。学業と棋士の二刀流で活躍する21歳
の一力竜星は何を思い、何を語るのか。そして
盤外で見せる表情は？（30日午後5時～他放送）

　　　  ワールド碁チャンピオンシップ2019
　今年も世界一の称号を争う国際棋戦が日本で開催される。昨年は日本、中国、韓国、中華台北のトップ棋士6名が参戦し、
韓国のパク・ジョンファン九段の2連覇で幕を閉じた。今年は一般枠やシニア枠を設けた日本予選、国際予選が行われ、より
注目を集める大会となっている。昨年準優勝の井山裕太九段、名人位を奪取し調子を上げている張　栩九段が日本のシード
選手として選ばれており、悲願の日本棋士による優勝の期待がかけられている。3日間にわたり開催される国際棋戦の模様を
生放送でお楽しみください。（18～20日午後1時～放送）中小野田智己九段 ©囲碁・将棋チャンネル

一力 遼竜星 ©囲碁・将棋チャンネル

第27期 銀河戦
　各ブロック戦とも後半戦真っ最中。
Ｅブロック6回戦には阿部健治郎七段
が登場。対局相手は藤井聡太七段。
そう、藤井七段が勝てば公式戦通算
100勝というウワサの対局だ！ どんな
対局だったのかをじっくりとご覧頂き
たい（5日）。
　Ｇブロック6回戦には高橋道雄九段
が登場する。高橋九段は、タイトル
獲得5期を誇るベテラン棋士。重厚・
沈着な棋風であり、文字通りの本格
派居飛車党として知られ、名前の略
称から「地道高道」と称される。本戦
には第23期以来の登場となるが、初
戦を勝利で飾れるか（12日）。
　19日からは7回戦に突入。Ｄブロッ
クには、かつて藤井七段の連勝記録
を止めた佐々木勇気七段が登場。佐々
木七段は昨年、6八玉型の「横歩取り
勇気流」で将棋大賞の升田幸三賞を
受賞。定跡にとらわれない実戦的な
棋風が持ち味。本戦には2期振りの
登場となる。第20期では5連勝を記
録しているだけに、今期も期待がかか
る（28日）。
　今月は他に、佐藤秀司七段（7日）、
宮本広志五段（14日）、窪田義行七
段（19日）、飯塚祐紀七段（21日）、
阿部　隆八段（26日）が登場する。

第26期銀河 佐藤天彦の素顔
　第26期銀河戦で初優勝を飾った佐
藤天彦銀河に密着し、対局以外のプ
ライベートに焦点をあてた番組。佐藤
銀河は、中近世ヨーロッパを思わせる
装飾が特徴のファッションなどから、
『貴族』の愛称で知られ、将棋界で独
特の地位を築いている。クラシック音
楽やファッションをこよなく愛する佐藤
銀河のこだわりが詰まった日常とは果
たして……？！ そして、将棋界最高峰
の名人位を保持するトップ棋士・佐藤
銀河の現在の思いや今後の展望とは。
　ここでしか見られない、ありのまま
の姿に迫る。
（30日午後6時～他放送）

将棋スペシャル 
「第35期 全国アマチュア 

王将位大会 決勝戦」
　3ヵ月にわたりお送りしている「アマ
チュア王将位大会」がクライマックス
を迎える。
　決勝戦は森村賢平アマ王将vs小山
怜央アマの勝者と（東関東地区代表）
山口直哉さんの対局となった。山口さ
んは第27期に優勝するなど、数々の
アマチュアの大会で優勝経験を持つ。
決勝進出者には「第28期 銀河戦」出
場権も与えられ、プロ棋士との公式
対局が約束されている。ちなみに、
前期覇者の森村アマ王将は「第27期 
銀河戦」でプロ棋士に勝利を収める
など活躍をみせた。そんな注目の決
勝戦の模様を及川拓馬六段が解説す
る。（30日午後8時～他放送）

佐々木勇気七段 ©囲碁・将棋チャンネル

佐藤天彦銀河 ©囲碁・将棋チャンネル

●棋力向上委員会 The PASSION!!
31日：第27期 星 一力  遼の素顔

（8:34）初級講座
（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
6日：●棋力向上委員会
The PASSION!!（～16:00）

●第28期 竜星戦
（27日 7:00～8:50）

27日：（9:45）挑戦！テレビ囲碁認定

●第28期 竜星戦

●第29回 国際アマチュア
・ペア碁選手権大会

11日：お好み置碁道場
18日：（7:00）上級講座

（7:42）詰碁コーナー
25日：（7:00）初級講座

（7:42）詰碁コーナー
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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
山下敬吾 特集

●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
11日～：第26期 大山名人杯 倉敷藤花戦 他
25日：CM/（12:29）将棋講座

△中級講座
△中級講座

△お好み将棋道場

18日：（15:00）最新対局徹底解説 

△最新対局徹底解説 

△挑戦！テレビ将棋認定
△初級講座
18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

●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

30日：厳選棋譜解説 第64期 王座戦

●第27期 竜星戦

●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10期 マイナビ
女子オープン

△将棋講座

△将棋講座

△お好み将棋道場

5日：【100勝記念 藤井聡太Day】
（～25:00）

●記憶の一局

●囲碁講座 11日：（11:10～）初級講座
●パンダネット囲碁講座

△第27期 銀河戦
（5日 7:00～8:30）

●パンダネット囲碁講座

●パンダネット囲碁講座

●囲碁講座  21日～：初級講座

●竜星戦セレクション
鈴木伸二 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

●初級講座
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

●上級講座
●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
△将棋講座

△将棋講座
△中級講座
△将棋講座

△将棋講座

△第11期 マイナビ
女子オープン

△タイトル戦 徹底解説

△タイトル戦 徹底解説

△第27期 銀河戦
（21日 7:00～8:38）

21日：（8:38）挑戦！テレビ囲碁認定

△中級講座
△挑戦！テレビ将棋認定
●パンダネット囲碁講座

●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（13・20日）

△挑戦！テレビ将棋認定
●第二十二期 ドコモ杯 
女流棋聖戦

（8・15日 9:45～11:47）

8・15日：Let'sチャレンジ詰碁

22日：名局の解説 「第7期 竜星戦」特集
（9:47）Let'sチャレンジ詰碁

●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：ありがとう八王子将棋クラブ

△将棋講座

△挑戦！テレビ将棋認定 △中級講座（1～15日）
△将棋講座  27日：月刊 竜王戦
20日：（16:25）閃き！5手詰 1本勝負 
△将棋講座（13・20日）

27日：（16:48）中級講座
△将棋連盟が選ぶ注目の一局

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

13・20日：厳選棋譜解説 第66期 王座戦

●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

13・20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
7日：月刊 竜王戦 3月号
（6:48）中級講座

△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 4月号（～10:46）

△最新対局徹底解説

●厳選棋譜解説
第43期 名人戦

14日～：厳選棋譜解説 第66期 王座戦

●竜星戦セレクション
鈴木伸二 特集

●挑戦！テレビ囲碁認定

●パンダネット囲碁講座
16日～：CM

●挑戦！テレビ囲碁認定
●パンダネット囲碁講座

●囲碁初級講座
21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26期 大山名人杯
倉敷藤花戦

△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28期 竜星戦

△第26期 銀河戦

14・21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

15日～：厳選棋譜解説 第66期 王座戦

●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
中村太地 特集

△将棋講座

△タイトル戦 徹底解説
22日：中級講座/ＣＭ
29日：ありがとう八王子将棋クラブ/ＣＭ

●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

●上級講座
●お好み置碁道場
  8日：SENKO CUP ワールド碁

女流最強戦2018
（21:36）上級講座

29日：プロ棋士ペア碁選手権
2019

●初級講座
△タイトル戦 徹底解説

1・29日：月刊 竜王戦

△名勝負の解説
小野五平 特集

15日～：名勝負の解説 小菅剣之助特集

△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
平成四天王シリーズ
山下敬吾 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
30日：ありがとう八王子将棋クラブ

△お好み将棋道場

△将棋講座  30日：将棋まるナビ

●記憶の一局

●竜星戦セレクション
結城  聡 特集

●厳選棋譜解説
Googleディープマインド
チャレンジマッチ

●第7回 農心辛ラーメン杯
30日：第27期竜星 一力 遼の素顔

（17:34）初級講座
（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・30日：月刊 竜王戦

（25:46）挑戦！テレビ将棋認定

△最新対局徹底解説

△中級講座（9日～）
△タイトル戦 徹底解説

△将棋講座 △入門講座  22日～：将棋講座

△銀河戦セレクション
1300勝達成
谷川浩司 特集

△将棋講座
31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8期 リコー杯女流王座戦
10日～：第26期 大山名人杯

倉敷藤花戦

△最新対局徹底解説

△銀河戦セレクション
稲葉　陽 特集

17日～：銀河戦セレクション
村田顕弘特集

△将棋講座

△浪花道場 3手詰

△将棋講座
31日：リクエストアワー（将棋）（～17:45）

△タイトル戦 徹底解説

△中級講座  31日：（17:45）将棋まるナビ
●厳選棋譜解説
第56期 十段戦

31日：第27期 星 一力  遼の素顔

●パンダネット囲碁講座
（31日 18:35～）

●挑戦！テレビ囲碁認定
●上級講座

△お好み将棋道場

31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
31日：ありがとう八王子将棋クラブ

（25:35）中級講座

△将棋講座
31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

△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（2～23日）
△挑戦！テレビ将棋認定
△お好み将棋道場

30日：第35期 全国アマチュア
王将位大会

△将棋講座 ほか
△将棋講座 ほか
△タイトル戦 徹底解説

（30日 19:00～19:46）

△将棋講座

△閃き！5手詰 1本勝負（3～17日）
●囲碁講座

△中級講座

●お好み置碁道場

10日：SENKO CUP ワールド碁
女流最強戦2018
（11:36）上級講座

31日：プロ棋士ペア碁選手権2019

機器メンテナンスのため休止
6日 1:00～7:00

生放送
18日

●ワールド碁チャンピオンシップ
2019 1日目（13:00～15:00）

生放送
19日

●ワールド碁チャンピオンシップ
2019 2日目（13:00～15:00）

生放送
20日

●ワールド碁チャンピオンシップ
2019 3日目（13:00～15:00）

生放送
8・15日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第6・7局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
8・15日

●第43期 棋聖戦挑戦手合七番勝負
第6・7局 2日目 夕方（18:00～20:00）

生放送
6日

●第31期 女流名人戦 挑戦手合
三番勝負 第1局（16:00～18:00）

生放送
27日

△第68期 王将戦七番勝負
第7局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
21日

△第68期 王将戦七番勝負
第6局 2日目 朝（8:50～9:45）

生放送
27日

△第68期 王将戦七番勝負
第7局 2日目 夕方（17:00～19:00）

生放送
14日

●第31期 女流名人戦 挑戦手合
三番勝負 第2局（16:00～18:00）

生放送
21日

△第68期 王将戦七番勝負
第6局 2日目 夕方（17:00～19:00）

●パンダネット囲碁講座
3・10日：第二十二期 ドコモ杯 女流棋聖戦

（～22:00）

●記憶の一局
●次の一手TVミニ（17日～）

機器メンテナンスのため休止
18・25日 1:00～7:00


