
月 日 時間 獲得戦 GC 大　会　名 場　所 参加資格 会　　場 備　　考 全国大会

3 13:00 新春将棋大会 八戸市 特になし ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 A（三段以上）　B(二段以下）C（級位者）

5 10:00 4 ◎ 県王将戦予選 青森市 青森県内 青森支部道場 決勝は1月13日

12 10:00 十和田新春将棋大会 十和田市 特になし 十和田中央公民館 オール学生個人戦1/12

12 10:00 県王将戦決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 青森市 予選通過者 青森支部道場 優勝者は六県大会出場

19 10:00 3・1 湊場所大会 八戸市 特になし 湊公民館 北奥羽王将戦　　三段以下戦　初段位獲得戦　ジュニア朝日アマ北東北予選1/19

26 10:00 王将戦記念大会 弘前市 特になし 弘前文化センター 高校将棋新人戦1/30-2/1

2 9:45 支部対抗戦 青森市 青森県内 青森支部道場 優勝チーム：東日本大会へ

2 10:00 3・1 大館場所大会 八戸市 特になし 大館公民館 衆王位　三段以下　初段位

9 10:00 シニア名人戦 青森市 県内ｼﾆｱ 青森支部道場 優勝者：東日本大会へ

9 10:00 県女流名人戦 青森市 県内女性 青森支部道場

11 9:00 八戸支部名人戦 八戸市 八戸支部 八戸市立東公民館 支部名人、支部対抗、シニア名人　代表選出

11 14:00 学生将棋大会 八戸市 県内学生 八戸市立東公民館 成績優秀者：小学生名人戦県大会へ

11 14:00 全国中学生選抜青森県予選会 八戸市 県内中学生 ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 成績優秀者：全国中学生将棋選手権へ

16 9:45 ○ 支部名人戦 青森市 支部会員 青森支部道場 優勝者：東日本大会へ

23 10:00 小学生名人戦 青森市 県内小学生 青森支部道場 優勝：東日本大会へ

2 10:00 3・1 鮫場所将棋大会 八戸市 特になし マリエント 有段者戦　三段位　初段以下

2 9:45 4 ◎ 県有段者戦予選 青森市 青森県内 青森支部道場 決勝は9日 小学生名人戦東日本

9 10:00 県有段者戦決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 青森市 予選通過者 青森支部道場 優勝者は六県大会出場 朝日ｱﾏ

16 9:30 弘前市民将棋大会 弘前市 陸奥新報社６F 高校女子選抜

[Ｒ]選手権秋田市大会 秋田市 優勝者：全国大会へ 旧キリンﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ学生大会

23 10:00 4・3・1 六戸場所大会 六戸町 特になし 就業改善ｾﾝﾀｰ 有段者　三段位　初段位 アマ女王戦

23 10:00 毎日杯争奪将棋大会 青森市 柳町地域館 毎日杯

30 みちのく名人戦 青森市 特になし 青森支部道場 駒落ち戦

6 10:00 2 長者場所大会 八戸市 特になし 長者公民館 有段者時間差戦　二段位戦　級位戦 支部名人4/26

[Ｒ]選手権岩手県大会 盛岡市 国保会館 優勝者：全国大会へ シニア名人4/26

13 ○ アマ竜王戦 青森市 青森県内 柳町地域館 優勝：全国大会へ 支部対抗戦4/26

20 10:00 4・2 十和田場所大会 十和田市 特になし 十和田市民文化センター高段者　四段位　二段位　若駒戦

27 9:30 5・3・1 北東北選手権 おいらせ町 特になし みなくる館 有段者　三段位　初段位

3 10:00 3・1 南部場所大会 南部町 特になし 南部中央公民館 チャンピオン戦　有段者戦　三段位　初段位 R選手権

4 10:00 4 ◎ 県名人戦 青森市 青森県内 青森支部道場 決勝12日

5 10:00 高校竜王戦 青森市 県内高校生 優勝：全国大会へ

5 10:00 こども将棋大会 八戸市 小中学生 長者公民館 初段以上、１～５級、６級以下

11 10:00 県名人戦決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 八戸市 予選通過者 青森支部道場 優勝者：全国大会へ　六県大会出場

17-18 高校選手権 青森市 県内高校生 優勝：高校選手権へ出場

18 10:00 2 階上場所大会 八戸市 特になし 階上町ﾊｰﾄﾌﾙﾌﾟﾗｻﾞ 有段時間差戦　二段位　級位戦 学生名人戦

25 ねんりんピック予選 青森市 県内ｼﾆｱ 青森支部道場 上位３名が全国大会へ

1 3・1 初・三段位獲得戦 青森市 青森支部道場 三段位、初段位

8 小・中学生選手権 青森市 小・中学生 優勝：（小）倉敷王将戦、（中）中学生選抜へ

15 10:00 はちのへ将棋まつり 八戸市 特になし 八戸ｼｰｶﾞﾙﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ

15 津軽名人戦 弘前市 陸奥新報社

22 文部科学大臣杯 青森市 小中学生 青森支部道場 優勝校は東日本大会へ

22 13:00 2 根岸場所将棋大会 八戸市 特になし 根岸公民館 有段時間差戦　二段位　シニアの部　ジュニアの部ｱﾏ竜王

29 10:00 4 ○ 全日本アマ名人戦県予選 八戸市 青森県内 ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 四段位　優勝者：全国大会へ JTこども東北

6 東北六県大会7/5-6

13 3・1 金浜王将戦 青森市 特になし 金浜療護園 高段、三段位、初段位

20 10:00 3・1 久慈場所大会 久慈市 特になし 久慈市文化会館 有段者　三段位　初段位

20 4・2 二・四段位獲得戦 青森市 青森支部道場 四段位、二段位 小中学生将棋団体戦

27 10:00 NHKこども将棋大会 八戸市 小学生 NHK八戸支局 １級以上　２～５級　６級以下 高校選手権

3 家族・ペアリレー将棋大会 青森市 特になし 青森支部道場 全国中学生選

10 10:00 3 池田修一杯将棋大会 八戸市 特になし ｼｰｶﾞﾙﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ 池田修一杯、三段以下、級位者 小学生倉敷王将戦

17 中学生名人戦

23-24 全国将棋まつり おいらせ町 特になし みなくる館 中学生王将戦

24 9:45 5・3・1 大山名人杯 おいらせ町 特になし みなくる館 高段、三段位、初段位 高校竜王戦

31 13:00 4 四段位獲得戦 八戸市 特になし デーリー東北 四段位のみ 大学富士通杯

7 10:00 福井杯将棋大会 弘前市 陸奥新報社 オール学生団体戦

7 13:00 3・1 田面木場所 八戸市 特になし 田面木公民館 高段者、三段以下、初段位

14 5・1 杉野杯 青森市 青森支部道場 杉野杯（五段位）、初段位 アマ名人

アマ王将北東北予選会 岩手県 特になし

赤旗名人下北地区予選 むつ市 青森県内 女流アマ名人戦

21 ○ 朝日アマ名人戦① 青森市 青森県内 青森支部道場

23 13:00 北奥羽名人戦予選会 八戸市 特になし ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 北奥羽名人戦挑戦者決定トーナメントへ

28 県将棋祭り 青森市 特になし アウガ 前夜祭10/27

5

12 10:00 北奥羽名人戦挑戦者決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 八戸市 予選通過者 ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社

12 13:00 北奥羽こども将棋大会 八戸市 小中学生 ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 上級（2級以上）、中級（３～６級）、初級（７級以下）

12 県下職域団体対抗戦 青森市 青森県内

10:00 十和田市長杯将棋大会 十和田市 特になし 十和田市民文化センター

赤旗名人戦東青地区予選 青森市 青森県内 青森市中央市民センター

赤旗名人津軽地区予選 弘前市 青森県内

赤旗名人戦三八地区予選 八戸市 青森県内

19 ○ 赤旗名人戦県大会 青森市 青森県内

25-26 高校総文祭 青森市 県内高校生

2 2 りんご大会 黒石市 特になし スポカルイン黒石 高段位　二段位 赤旗名人

3 10:00 4・2 二戸場所大会 二戸市 特になし ホテル金田一 有段者、二段位、小中学生の部

9 ○ 朝日アマ名人戦② 青森市 青森県内 青森支部道場

16 津軽王将戦 弘前市 陸奥新報社

23 10:00 職域・各愛好団体対抗戦 八戸市 特になし ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 5人１チーム　ABC３クラス

22 新春リレー対局 八戸市 各団体代表 ﾃﾞｰﾘｰ東北新聞社 深浦九段に八戸支部選抜チームがリレー方式で挑戦

23 小・中学生名人戦 おいらせ町 小中学生 みなくる館

7 13:00 4・2 ダイワハウス工業 八戸市 特になし 八戸市福祉公民館 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ杯、二段以下戦、小中学生の部 ｱﾏ王将

14 10:00 県グランドチャンピオン戦 青森市 ＧＣ上位８名 青森支部道場 学生十傑戦

21 学生女流名人戦

28 学生王座戦

○・◎　GC:グランドチャンピオン予選

◎：青森三大タイトル 三大タイトル獲得者は東北６県大会に出場

平成２6年（2014年）　青森県内の大会予定
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