
2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約100本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

タイトル戦 徹底解説 ＃661 10月1日～
2014年3月26日に行われた「第7期 マイナビ女子OP」第1局から里見香奈女王 対 加藤
桃子奨励会1級の対局を、棋譜解説でお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃662 10月1日～
2014年4月8日、9日に行われた「第72期 名人戦」第1局から羽生善治三冠 対 森内俊之
名人の対局を、棋譜解説でお送りします。

解けたら初段！7手詰 ＃141 10月1日～ 7手詰の詰将棋 第141回をお送りします。

解けたら初段！7手詰 ＃142 10月1日～ 7手詰の詰将棋 第142回をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃03 10月1日～
佐藤康光の対局をセレクション。今回は2003年6月10日に行われた「第11期 銀河戦」本
戦Cブロック 最終戦 佐藤康光棋聖 対 中原 誠永世十段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃04 10月1日～
佐藤康光の対局をセレクション。今回は2003年9月4日に行われた「第11期 銀河戦」決勝
トーナメント 準決勝 第1局 谷川浩司銀河 対 佐藤康光棋聖の対局をお送りします。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃01 10月1日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第1回のテーマ
は「▲5八金型と▲4八金型の比較」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃02 10月1日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第2回のテーマ
は「▲6八玉 対 △3一玉 5四銀 1」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃03 10月1日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第3回のテーマ
は「▲6八玉 対 △3一玉 5四銀 2」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃04 10月1日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第4回のテーマ
は「▲6八玉 対 後手積極策 1」です。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃142 10月1日～ 5手詰の詰将棋 第142回をお送りします。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃143 10月1日～ 5手詰の詰将棋 第143回をお送りします。

第26期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 第
05局

10月1日～
2017年10月からスタートした「第26期 銀河戦」。2018年7月3日に行われた久保利明銀河
対 佐藤和俊六段の対局をお送りします。

第26期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 第
06局

10月1日～
2017年10月からスタートした「第26期 銀河戦」。2018年7月3日に行われた羽生善治竜王
対 黒沢怜生五段の対局をお送りします。

第3期 将棋プレミアム杯 G1グランプリ 10月1日～

「将棋プレミアム」によるアマチュア大会。銀河クラス優勝者にはプロ公式棋戦「銀河戦」
本戦出場権が与えられる特典もあり、プロ棋士との対局を目指し真剣勝負が繰り広げら
れた。番組では、銀河クラス決勝戦 石井直樹アマ vs 木村秀利アマの対局を深浦康市
九段の解説でお送りする。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃01

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第1回の
テーマは「香を使った端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃02

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第2回の
テーマは「角を使った端攻め 1」です。

将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。
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将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃03

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第3回の
テーマは「角を使った端攻め 2」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃04

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第4回の
テーマは「飛車を使った端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃05

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第5回の
テーマは「打ち込みのスペースを作る」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃06

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第6回の
テーマは「矢倉囲いへの端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃07

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第7回の
テーマは「美濃囲いへの端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃08

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第8回の
テーマは「舟囲いへの端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃09

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第9回の
テーマは「穴熊囲いへの端攻め」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃10

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第10回の
テーマは「実戦に学ぶ 1 矢倉編」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃11

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第11回の
テーマは「実戦に学ぶ 2 横歩取り編」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃12

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第12回の
テーマは「実戦に学ぶ 3 対振飛車編」です。

北島忠雄の中級講座「すぐに使える 端攻
め」＃13

10月1日～
「すぐに使える 端攻め」と題し全13回でお送りする北島忠雄七段の中級講座。第13回の
テーマは「実戦に学ぶ 4 角換わり棒銀編」です。

浪花道場 3手詰 ＃141 10月1日～ 3手詰の詰将棋 第141回をお送りします。

浪花道場 3手詰 ＃142 10月1日～ 3手詰の詰将棋 第142回をお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃663 10月15日～
2014年4月15日に行われた「第7期 マイナビ女子OP」第2局から里見香奈女王 対 加藤
桃子奨励会1級の対局を、棋譜解説でお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃664 10月15日～
2014年4月22日、23日に行われた「第72期 名人戦」第2局から羽生善治三冠 対 森内俊
之名人の対局を、棋譜解説でお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃666 10月15日～
2014年4月25日に行われた「第7期 マイナビ女子OP」第3局から里見香奈女王 対 加藤
桃子奨励会1級の対局を、棋譜解説でお送りします。

解けたら初段！7手詰 ＃143 10月15日～ 7手詰の詰将棋 第143回をお送りします。
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将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

解けたら初段！7手詰 ＃144 10月15日～ 7手詰の詰将棋 第144回をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃05 10月15日～
佐藤康光の対局をセレクション。今回は2003年9月19日に行われた「第11期 銀河戦」決
勝トーナメント 決勝戦 佐藤康光棋聖 対 中川大輔七段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃06 10月15日～
佐藤康光の対局をセレクション。今回は2008年9月11日に行われた「第16期 銀河戦」決
勝トーナメント 決勝戦 佐藤康光棋王 対 三浦弘行八段の対局をお送りします。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃05 10月15日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第5回のテーマ
は「▲6八玉 対 後手積極策 2」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃06 10月15日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第6回のテーマ
は「先後同型▲6八玉 4八金 1」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃07 10月15日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第7回のテーマ
は「先後同型▲6八玉 4八金 2」です。

佐藤天彦の将棋講座「美しき角換わり」＃08 10月15日～
「美しき角換わり」と題し全26回でお送りする佐藤天彦銀河の将棋講座。第8回のテーマ
は「先後同型▲6八玉 4八金 3」です。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃144 10月15日～ 5手詰の詰将棋 第144回をお送りします。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃145 10月15日～ 5手詰の詰将棋 第145回をお送りします。

第27期 銀河戦 本戦ブロック天カメ08 10月15日～
2018年10月2日に初回放送を行った「第27期 銀河戦」本戦Hブロック 1回戦、池永天志
四段 対 金沢孝史五段の対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 三番勝負
第02局

10月15日～
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」。今回は2018年10月19日
に行われた里見香奈女流王将 対 加藤桃子奨励会初段の対局をお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 自戦解説 10月15日～
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」から、自戦解説 里見香奈
女流王将 対 加藤桃子奨励会初段の対局をお送りします。

浪花道場 3手詰 ＃143 10月15日～ 3手詰の詰将棋 第143回をお送りします。

浪花道場 3手詰 ＃144 10月15日～ 3手詰の詰将棋 第144回をお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃658 配信中
2014年2月9日に行われた「第40期 ユニバーサル杯女流名人位戦」五番勝負 第3局から
里見香奈女流名人 対 中村真梨花女流二段の対局を、棋譜解説でお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃659 配信中
2014年2月22日に行われた「第39期 棋王戦」第2局から渡辺 明棋王 対 三浦弘行九段
の対局を、棋譜解説でお送りします。

タイトル戦 徹底解説 ＃660 配信中
2014年3月16日に行われた「第39期 棋王戦」第3局から渡辺 明棋王 対 三浦弘行九段
の対局を、棋譜解説でお送りします。
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将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

めざせプロ棋士 ＃711（ゲスト：飯野 愛女流
2級）

配信中
女流棋士養成機関の研修会で一定の成績を収めると女流3級、さらに、2年以内に規定
の成績を収めると女流2級になる。今回は研修会時代から銀河戦の読上げなどで囲碁・
将棋チャンネルに出演していた飯野 愛女流2級をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

めざせプロ棋士 ＃712（ゲスト：北村桂香女
流2級）

配信中
女流棋士養成機関の研修会で一定の成績を収めると女流3級、さらに、2年以内に規定
の成績を収めると女流2級になる。今回は小学1年生から将棋をはじめ、四間飛車が得
意戦法の北村桂香女流2級をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

めざせプロ棋士 ＃723（ゲスト：石井健太郎
四段）

配信中
プロ養成機関・奨励会。その中の最後の砦が「三段リーグ」だ。このリーグを勝ち抜いた
者だけがプロになることができるが、その人数は半年で2名、年間4名。厳しい奨励会 三
段リーグ戦を勝ち抜き昇段した石井健太郎四段をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

めざせプロ棋士 ＃724（ゲスト：三枚堂達也
四段）

配信中
プロ養成機関・奨励会。その中の最後の砦が「三段リーグ」だ。このリーグを勝ち抜いた
者だけがプロになることができるが、その人数は半年で2名、年間4名。厳しい奨励会 三
段リーグ戦を勝ち抜き昇段した三枚堂達也四段をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

めざせプロ棋士 ＃725（ゲスト：星野良生四
段）

配信中
プロ養成機関・奨励会。その中の最後の砦が「三段リーグ」だ。このリーグを勝ち抜いた
者だけがプロになることができるが、その人数は半年で2名、年間4名。厳しい奨励会 三
段リーグ戦を勝ち抜き昇段した星野良生新四段をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

めざせプロ棋士 ＃726（ゲスト：宮本広志四
段）

配信中
プロ養成機関・奨励会。その中の最後の砦が「三段リーグ」だ。このリーグを勝ち抜いた
者だけがプロになることができるが、その人数は半年で2名、年間4名。厳しい奨励会 三
段リーグ戦を勝ち抜き昇段した宮本広志新四段をゲストに迎え、自戦解説して頂く。

解けたら初段！7手詰 ＃139 配信中 7手詰の詰将棋 第139回をお送りします。

解けたら初段！7手詰 ＃140 配信中 7手詰の詰将棋 第140回をお送りします。

銀河戦セレクション「久保利明特集」＃05 配信中
久保利明の対局をセレクション。今回は2008年5月30日に行われた「第16期 銀河戦」本
戦Cブロック 最終戦 渡辺 明銀河 対 久保利明八段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「久保利明特集」＃06 配信中
久保利明の対局をセレクション。今回は2011年4月19日に行われた「第19期 銀河戦」本
戦Gブロック 最終戦 久保利明二冠 対 行方尚史八段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「久保利明特集」＃07 配信中
久保利明の対局をセレクション。今回は2012年5月29日に行われた「第20期 銀河戦」本
戦Fブロック 最終戦 久保利明九段 対 木村一基八段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「久保利明特集」＃08 配信中
久保利明の対局をセレクション。今回は2012年6月28日に行われた「第20期 銀河戦」決
勝トーナメント 1回戦 第7局 久保利明九段 対 佐々木勇気四段の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃01 配信中
佐藤康光の対局をセレクション。今回は1998年7月9日に行われた「第6期 銀河戦」本戦
Dブロック 第23局 森内俊之八段 対 佐藤康光名人の対局をお送りします。

銀河戦セレクション「佐藤康光特集」＃02 配信中
佐藤康光の対局をセレクション。今回は1998年8月12日に行われた「第6期 銀河戦」決勝
トーナメント 準決勝 第2局 佐藤康光名人 対 米長邦雄永世棋聖の対局をお送りします。

佐藤和俊の将棋講座「三間飛車藤井システ
ム」＃22

配信中
「三間飛車藤井システム」と題し全26回でお送りする佐藤和俊六段の将棋講座。第22回
のテーマは「対美濃囲い △6二玉型2」です。

佐藤和俊の将棋講座「三間飛車藤井システ
ム」＃23

配信中
「三間飛車藤井システム」と題し全26回でお送りする佐藤和俊六段の将棋講座。第23回
のテーマは「対美濃囲い △6二玉型3」です。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約100本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

佐藤和俊の将棋講座「三間飛車藤井システ
ム」＃24

配信中
「三間飛車藤井システム」と題し全26回でお送りする佐藤和俊六段の将棋講座。第24回
のテーマは「三間飛車藤井システムの応用 1」です。

佐藤和俊の将棋講座「三間飛車藤井システ
ム」＃25

配信中
「三間飛車藤井システム」と題し全26回でお送りする佐藤和俊六段の将棋講座。第25回
のテーマは「三間飛車藤井システムの応用 2」です。

佐藤和俊の将棋講座「三間飛車藤井システ
ム」＃26

配信中
「三間飛車藤井システム」と題し全26回でお送りする佐藤和俊六段の将棋講座。第26回
のテーマは「三間飛車藤井システムの応用 3」です。

女流棋戦 第4期 リコー杯 女流王座戦 ＃06 配信中
2014年6月26日に行われた「第4期 リコー杯 女流王座戦」2次予選から島井咲緒里女流
二段 対 室谷由紀女流初段の対局を、棋譜解説でお送りします。

女流棋戦 第4期 リコー杯 女流王座戦 ＃07 配信中
2014年6月27日に行われた「第4期 リコー杯 女流王座戦」2次予選から久津知子女流初
段 対 西山朋佳奨励会初段の対局を、棋譜解説でお送りします。

女流棋戦 第4期 リコー杯 女流王座戦 ＃08 配信中
2014年7月4日に行われた「第4期 リコー杯 女流王座戦」本戦から中井広恵女流六段 対
貞升 南女流初段の対局を、棋譜解説でお送りします。

女流棋戦 第4期 リコー杯 女流王座戦 ＃09 配信中
2014年7月7日に行われた「第4期 リコー杯 女流王座戦」本戦から室谷由紀女流初段 対
渡辺弥生女流初段の対局を、棋譜解説でお送りします。

将棋連盟が選ぶ 注目の一局 ＃330 配信中
2006年8月30日に行われた「第32期 棋王戦」本戦 阿部 隆八段 対 橋本崇載六段の対
局を、棋譜解説でお送りします。

将棋連盟が選ぶ 注目の一局 ＃331 配信中
2006年7月20日に行われた「第19期 竜王戦」 昇級決定戦2組 谷川浩司九段 対 深浦康
市八段の対局を、棋譜解説でお送りします。

将棋連盟が選ぶ 注目の一局 ＃332 配信中
2006年9月1日に行われた「第25回 朝日オープン」予選 佐藤紳哉五段 対 広瀬章人四
段の対局を、棋譜解説でお送りします。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第01回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第1回の
テーマは「一手勝ちとは」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第02回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第2回の
テーマは「速度計算をしよう 基礎編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第03回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第3回の
テーマは「速度計算をしよう 応用編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第04回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第4回の
テーマは「終盤は駒の損得より速度」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第05回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第5回の
テーマは「渡して良い駒・ダメな駒 基礎編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第06回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第6回の
テーマは「渡して良い駒・ダメな駒 応用編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第07回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第7回の
テーマは「絶対詰まない形 Zを作ろう」です。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約100本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第08回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第8回の
テーマは「早逃げ八手の得 基礎編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第09回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第9回の
テーマは「早逃げ八手の得 応用編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第10回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第10回の
テーマは「詰みの形を覚えよう 基礎編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第11回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第11回の
テーマは「詰みの形を覚えよう 応用編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第12回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第12回の
テーマは「詰めろ逃れの詰めろ 基礎編」です。

船江恒平の中級講座「一手勝ちを目指そう」
第13回

配信中
「一手勝ちを目指そう」と題し全13回でお送りする船江恒平五段の将棋講座。第13回の
テーマは「詰めろ逃れの詰めろ 応用編」です。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃140 配信中 5手詰の詰将棋 第140回をお送りします。

閃き！5手詰 1本勝負 ＃141 配信中 5手詰の詰将棋 第141回をお送りします。

第25期銀河 久保利明の素顔 配信中

第25期銀河戦で優勝を飾った久保利明銀河に密着し、棋士の舞台裏での姿やプライ
ベートに焦点をあてた番組。普段は中々お目にかかれない貴重な映像を公開する。久保
銀河は関西を拠点とする、振り飛車党を代表する棋士の一人。昨年は王将位の獲得や
順位戦ではA級へ昇級するなど、充実した年となった。

第26期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 第
03局

配信中
2017年10月からスタートした「第26期 銀河戦」。2018年6月26日に行われた豊島将之八
段 対 伊藤真吾五段の対局をお送りします。

第26期 銀河戦 決勝トーナメント 1回戦 第
04局

配信中
2017年10月からスタートした「第26期 銀河戦」。2018年6月28日に行われた丸山忠久九
段 対 千田翔太六段の対局をお送りします。

第27期 銀河戦 本戦ブロック天カメ06 配信中
2018年10月2日に初回放送を行った「第27期 銀河戦」本戦Fブロック 1回戦、島本 亮五
段 対 渡部 愛女流王位の対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第27期 銀河戦 本戦ブロック天カメ07 配信中
2018年10月2日に初回放送を行った「第27期 銀河戦」本戦Gブロック 1回戦、斎藤明日
斗四段 対 木村孝太郎アマの対局を天井から盤上を映した映像のみでお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 三番勝負
第01局

配信中
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」。今回は2018年10月13日
に行われた里見香奈女流王将 対 加藤桃子奨励会初段の対局をお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 挑戦者決
定戦

配信中
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」。今回は2018年8月14日
に行われた伊藤沙恵女流二段 対 加藤桃子奨励会初段の対局をお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 本戦トーナ
メント 準決勝 第01局

配信中
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」。今回は2018年7月26日
に行われた香川愛生女流三段 対 伊藤沙恵女流二段の対局をお送りします。

第40期 霧島酒造杯 女流王将戦 本戦トーナ
メント 準決勝 第02局

配信中
2018年4月からスタートした「第40期 霧島酒造杯 女流王将戦」。今回は2018年7月27日
に行われた和田あき女流初段 対 加藤桃子奨励会初段の対局をお送りします。



2019年9月20日現在

【2019年10月】
配信本数：約100本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル
配信
開始

内容

将棋セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/SHOGI01）よりご確認ください。

浪花道場 3手詰 ＃139 配信中 3手詰の詰将棋 第139回をお送りします。

浪花道場 3手詰 ＃140 配信中 3手詰の詰将棋 第140回をお送りします。


