
  

1   Web Fairy Paradise  

Fairy TopⅨ２００９候補作一覧 

推理将棋・プルーフゲーム部門   候補作一覧 

 

推１～推３４ 詰将棋メモ 出題    P２～P１８ 

推３５～推４２ WFP作品展    P１９～P２２ 

 

 

 

候補作は全４２作。２００９年にネット上に掲載された作品となります。目次の通り掲載年月

日順ではなく、発表場所別に分類しております。 

作者別発表数は以下の通り 

橘圭伍 ９作、渡辺秀行 ８作、○術師、６作、ミニベロ ５作、タラパパ ３作、鈴木康夫

３作、まさ ２作、はらたっと、たくぼん、はてるま、三日京、金子清志、けいたん 各１

作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2   Web Fairy Paradise  

 

推１ ２００９／２  はらたっと作     

秘密の外周SHOU １０手 
              

「さっきの隣の将棋はあっけなかったね。」 

「10手で終わったヤツだろ。後手は将棋盤の外周の着手しか なかったのに最後は持ち駒な

しでピッタリ詰んじゃった。」 

「先手は安い駒から動かしているからダメなのかな？」 

 

<詰将棋メモ 第１９回出題 第１番>                                           

▲５六歩、▽１四歩、▲７八銀、▽１三角、▲４八金、▽７九角成、▲３八飛、▽６九馬、▲

４九玉、▽５九金 まで１０手で詰み 

正解者：11名 

推２ ２００９／２ 渡辺秀行作  

４段目の駒打 ９手 

 

「快勝だ！９手で詰ませたよ。４手目の玉をうまくとがめたよ。」 

「それ以降は９筋の手はなかったみたいだね。」 

「うん。４段目に駒を打つ手が６筋以外で2回あったよ。」 

 

<詰将棋メモ 第１９回出題 第２番> 

▲７六歩、▽３四歩、▲２二角成、▽４二玉、▲２一馬、▽２四歩、▲４四桂、▽２五歩、▲

２四角 まで９手で詰み 

正解者：10名 

 

 

 



  

3   Web Fairy Paradise  

推３ ２００９／２ たくぼん作  

オーメンⅢ？ １０手 

 

「たくぼんさんの初手歩突きで始まった将棋どうなったの？」 

「不成の手は２回で、10手で負けたんだって・・・相変わらず弱いなあ」  

「途中で66飛に『オーメン！』って叫んでだけど・・・」  

「でも６手目じゃなかったんで関係なかったって笑ってたよ」 

 

<詰将棋メモ 第１９回出題 第３番> 

 

▲４六歩、▽３四歩、▲６八飛、▽７七角不成、▲４八玉、▽６八角成、▲１一角不成、▽６

六飛、▲３八香、▽４六飛 まで１０手で詰み 

正解者：7名 

 

 

推４ ２００９／３ タラパパ作  

金頭には不成が定跡 ９手 

 

「おいおい、隣の将棋は9手で詰んじゃったよ」 

「２枚の金頭にそれぞれ不成か、あれが最近の定跡なの？」 

 

<詰将棋メモ 第２０回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽４二飛、▲３三角不成、▽５二金右、▲４二角不成、▽６一玉、▲５三角不成、

▽７二銀、▲７一飛 まで９手で詰み  

正解者：12名 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4   Web Fairy Paradise  

推５ ２００９／３ 渡辺秀行作  

角成は何処？ ９手 

 

「さっきの将棋どうなった?  6段目の角が角上成と動いたところまでは見たんだけど」  

「それから手が進んで、9手で詰んだよ」 

 

<詰将棋メモ 第２０回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲２二角不成、▽５二金左、▲４六角、▽４一玉、▲１三角上成、▽５

一金寄、▲３一角成 まで９手で詰み 

正解者：11名 

 

 

推６ ２００９／３ ミニベロ作  

３×３＝９  ９手 

 

「昨日の９手で詰ませた将棋は会心の一番だったよ」  

「三つの奇数筋に３手ずつの着手だったそうだね」  

「その勢いで今日も勝とうと思ってね」  

「ちょっと、何処へいくの。そこは将棋道場じゃくてパチンコ屋さんだよ」 

 

<詰将棋メモ 第２０回出題 第３番> 

 

▲７六歩、▽３二飛、▲３三角成、▽５二玉、▲３二馬、▽５一玉、▲７二飛、▽５二金右、

▲７一飛成 まで９手で詰み  

正解者：12名 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5   Web Fairy Paradise  

推７ ２００９／４ ○術師作  

打歩のリクエスト １１手 

 

「いやぁ、歩を持ってくれたから打歩詰で反則勝ちかと思ってどきどきしたよ」  

「気がついてよかったよ。歩を打つのと違う手で詰んでよかった」  

「11手で不成が４回とはあまりないよな」  

「８手目と同じ筋に指した９手目がポイントだったか？」 

 

<詰将棋メモ 第２１回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽４二玉、▲３三角不成、▽３二玉、▲２二角不成、▽３三桂、▲３一角不成、▽

２五桂、▲２二銀、▽３七桂不成、▲２一角 まで１１手で詰み 

正解者：9名 

 

 

推８ ２００９／４ はてるま作  

左右対称  １３手 

 

「さっき見た将棋だけど、初手から「76歩、34歩、36歩、74歩」という出だしでね」  

「へえー、対称形の立ち上がりだね」  

「さらに詰め上がりが左右対称だったんだ」  

「ええっ、いったいどんな将棋だったの？」  

「13手で詰み。９手目に駒を打ってたよ」 

 

<詰将棋メモ 第２１回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲３六歩、▽７四歩、▲５八飛、▽４四角、▲同角、▽３二金、▲４一

角、▽５二飛、▲５三角成、▽７二金、▲５二角成 まで１３手で詰み  

正解者：10名 

 

 

 

 

 



  

6   Web Fairy Paradise  

推９ ２００９／４ 三日京作  

唯一駒取り ２１手 

 

「面白そうな古図式だね。なんて書いてあるの」  

「後手は銀２枚を含む９枚を取って21手で詰まされるそうだ」  

「しかもそのとき取れる駒は常に１枚だけか。迷わなくて簡単かもね」  

「不成り９回、初手は７６歩ではない、とあるね」  

「先手は連続で同じ駒を使わないのか。これでどうやって詰めるのだろう」  

後手は４手目から最後まで、取れる唯一の駒を取り続けました。  

どんな手順だったでしょうか。 

 

<詰将棋メモ 第２１回出題 第３番> 

 

▲６八銀、▽３四歩、▲７六歩、▽８八角不成、▲９八香、▽９七角不成、▲７九銀、▽同角

不成、▲７七桂、▽５七角不成、▲５八飛、▽３九角不成、▲６五桂、▽１七角不成、▲３九

金、▽同角不成、▲９三香不成、▽同角不成、▲５二歩、▽同玉、▲５三飛成 まで２１手で

詰み 

正解者：10名 

 

 

推１０ ２００９／５ まさ作  

４筋が急所  ８手 

 

「たった８手で詰んでしまいました。Ｋ九段、講評をお願いします。」  

「４筋への大駒の着手２回がポイントだったと思います。不成が出るなど、面白い一局でし

た。」  

さて、どんな将棋だったのでしょうか？ 

 

<詰将棋メモ 第２２回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲７七角、▽同角成、▲５八玉、▽４五角、▲４八飛、▽６七角不成 ま

で８手で詰み  

正解者：13名 

 



  

7   Web Fairy Paradise  

推１１ ２００９／５ ○術師作  

動いてもいいけど ９手 

 

「隣の将棋見てたらさ、33飛って打ち込んで」 

「龍になって大活躍した？」 

「そんなことはなくて最後まで動かなかったんだよね」 

「何手で終わったの？」 

「９手で詰んだかな。後手は同じ筋には続けて指してはいなかったよ」 

 

<詰将棋メモ 第２２回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽３二飛、▲３三角成、▽５二玉、▲３二馬、▽６二銀、▲３三飛、▽５一金右、

▲４三馬 まで９手で詰み 

正解者：16名 

 

 

推１２ ２００９／５ タラパパ作  

玉は最強の攻め駒  １９手 

 

「玉が８連続で直進するなんて、君の戦法は無謀だよ。」  

「最高の戦術さ、19手で詰ませたじゃないか。玉は最強の攻め駒なんだよ。」  

「たまたま相手の８手目の金の手が悪かっただけだと思うけど」 

先手玉は止まることなく、58玉、57玉、56玉･･･51玉と進みました。  

いわゆるお笑い系手順。 

 

<詰将棋メモ 第２２回出題 第３番> 

 

▲５六歩、▽５四歩、▲５八玉、▽５五歩、▲５七玉、▽５六歩、▲同玉、▽３二金、▲５五

玉、▽６二玉、▲５四玉、▽７二玉、▲５三玉、▽５二金、▲同玉、▽９二飛、▲５一玉、▽

８二銀、▲６二金 まで１９手で詰み  

正解者：16名 

 

 

 



  

8   Web Fairy Paradise  

推１３ ２００９／６ 渡辺秀行作  

４段目の角 ９手 

 

「隣の9手で詰んでいた将棋、4段目にいる角の利きに馬が連続で移動していたね」 

「うん。8手目は61金だったかな」 

 

<詰将棋メモ 第２３回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲２二角成、▽６二銀、▲１四角、▽７一金、▲２三馬、▽６一金、▲

４一馬まで９手で詰み 

正解者：15名 

 

 

推１４ ２００９／６ 渡辺秀行作  

弟子の見た将棋（A君）  １９手 
 

Ａ君「さっき変な将棋見たよ」  

Ｂ君「うん、僕も。歩と角の着手しかなくて退屈だったから9手で見るのをやめたけど」  

Ａ君「僕もだよ。22からも、33からも駒を成る手があったな」  

Ｂ君「あれ、僕が見たのもそうだよ。後手が3筋の着手を連続じゃないけど2回していたな」  

Ａ君「僕は最後に55の着手を見たけど。ひょっとして、同じ将棋を見ていたのだろうか?」  

Ｂ君「さて、どうなんだろう? 師匠に聞いてみよう」  

弟子のＡ君とＢ君の疑問に答えてあげて下さい。 

 

Ａ君の見た将棋 

 

<詰将棋メモ 第２３回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲２二角不成、▽５四歩、▲５五角成、▽同歩、▲３三角、▽４二角、

▲５五角成まで９手  

正解者：12名 

 

 

 



  

9   Web Fairy Paradise  

推１５ ２００９／６ 渡辺秀行作  

弟子の見た将棋（B君）  １９手 
 

Ａ君「さっき変な将棋見たよ」  

Ｂ君「うん、僕も。歩と角の着手しかなくて退屈だったから9手で見るのをやめたけど」  

Ａ君「僕もだよ。22からも、33からも駒を成る手があったな」  

Ｂ君「あれ、僕が見たのもそうだよ。後手が3筋の着手を連続じゃないけど2回していたな」  

Ａ君「僕は最後に55の着手を見たけど。ひょっとして、同じ将棋を見ていたのだろうか?」  

Ｂ君「さて、どうなんだろう? 師匠に聞いてみよう」  

弟子のＡ君とＢ君の疑問に答えてあげて下さい。 

 

B君の見た将棋 

 

<詰将棋メモ 第２３回出題 第３番> 

 

▲９六歩、▽３四歩、▲９七角、▽５四歩、▲３一角不成、▽３三角、▲２二角不成、▽７七

角成、▲同角成まで９手  

正解者：13名 

 

推１６ ２００９／７ まさ作  

成り駒は作ったけれど  ９手 

 

「さっきの将棋はどうなった？確か6手目をどう指すか長考していたね。」  

「あの局面では僕は成り駒を作っていて優勢だと思ったんだけどな。」  

「というと、負けちゃったのかい？」  

「僕が玉を寄った手が悪手で、9手で詰まされちゃったよ。」 

 

<詰将棋メモ 第２４回出題 第１番> 

 

▲９六歩、▽３四歩、▲９七角、▽５四歩、▲３一角不成、▽３三角、▲２二角不成、▽７七

角成、▲同角成まで９手 正解者：11名 

 

 

 



  

10   Web Fairy Paradise  

推１７ ２００９／７ 橘圭伍作  

もぐらたたき  １１手 

 

日和「後手が62の地点で詰まされた将棋、普通に見えますね」  

美雪「11手で詰まされた時点で既に異常だと思いますが…普通というのはどの辺りがです

か？？」  

日和「成れる時には必ず成っているじゃないっすか」  

美雪「でも、良く見ると変な所もあるんですよ？」  

日和「どの辺っすか？」  

美雪「駒頭への着手が玉飛角金銀桂香歩頭への１回ずつだけなんですよね。普通ならもっとあ

ると思うんですけど…」  

日和「ですねぇ。でも、後手は歩頭に指された成駒を何故スルーしたのか…」 

 

<詰将棋メモ 第２４回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽３二飛、▲３三角成、▽６二玉、▲２三馬）、▽８八角成、▲１四馬、▽１二飛 、

▲４一馬、▽６四歩、▲６三金  まで１１手で詰み  

正解者：5名 

 

推１８ ２００９／７ 金子清志作  

９手必至  ９手 

 

「９手で投了しちゃいましたね」 

「どう受けても次に１手詰の完全な必至。投了するしかないね」 

「駒が成る手が１度も無くて必至とは、珍しいな」 

「途中の王手のあたりから、変な将棋だとは思ってたんだ」 

 

<詰将棋メモ 第２４回出題 第３番> 

 

▲７六歩、▽７二金、▲３三角不成、▽６一玉、▲２二角不成、▽同銀、▲３二角、▽６二角、

▲４一角不成  まで９手で必至 正解者：4名 

 

 

 



  

11   Web Fairy Paradise  

推１９ ２００９／８ ミニベロ作  

端に打った駒（看護）  １０手 

 

（条件）  

・ 10手で詰んだ 

・ 後手は「６手目に不成で取った駒」を端に打った 

・ 終局時先手に持ち駒あり 

 

<詰将棋メモ 第２５回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲７七桂、▽同角不成、▲６八飛、▽同角不成、▲同銀、▽１八飛、▲

４六歩、▽４七桂 まで１０手で詰み  

正解者：11名 

 

推２０ ２００９／８ ミニベロ作  

端から動いた駒（看板）  １０手 

 

（条件）  

・ 10手で詰んだ  

・ ８手目（終了）の局面で端にいた駒が動いて、「歩を取って成って」初王手で詰ませた 

・ 着手された駒は、先手３枚・後手２枚 

 

<詰将棋メモ 第２５回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽４四歩、▲５五角、▽４五歩、▲４六角、▽同歩 、▲４八玉、▽１四角、▲３八

玉、▽４七角成 まで１０手で詰み  

正解者：10名 

 

 

 

 

 

 

 



  

12   Web Fairy Paradise  

推２１ ２００９／８ ミニベロ作  

端に成った駒（看守）  １０手 

 

（条件）  

・ 10手で詰んだ 

・ 端に駒が成った直後に歩が成った 

・ 初手は５筋 

・ ６筋の手があった 

 

<詰将棋メモ 第２５回出題 第３番> 

 

▲５八玉、▽３四歩、▲９六歩、▽７七角不成、▲９七角、▽６八角不成 、▲５三角不成、▽

５六歩 、▲９七角成、▽５七歩成 まで１０手で詰み  

正解者：9名 

 

推２２ ２００９／９ ○術師作  

システム失敗？  ９手 

 

「おかしいなぁ、完璧なシステムのはずが９手で詰まされるとは」 

「銀が真っ直ぐ動くのも必要な手だし、ツイてなかったね」 

「ツイてないと言えば、大駒４枚全部先手の君のもので気分悪いな」 

「せっかくもらったので、全部盤上に置いてみたよ」 

「おかしいなぁ、本家のシステムと何が違ったんだろうなぁ」 

 

<詰将棋メモ 第２６回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽３四歩、▲２二角成、▽３二飛、▲同馬、▽７二銀、▲７一角、▽５二金左 、▲

４一飛 まで９手で詰み  

正解者：18名 

 

 

 

 

 



  

13   Web Fairy Paradise  

推２３ ２００９／９ ○術師作  

続・打歩のリクエスト  １５手 

 

「いやぁ、歩を持ってくれたから打歩詰で反則勝ちかと思ってどきどきしたよ」 

「気がついてよかったよ。歩を打つ場所と別のところで詰ましたし」 

「初手はムリだけど、それ以降王手王手で追われて辛かったわ」 

「成る手もなしに王手王手で追って、王手した駒は取られなかったからね」 

 

<詰将棋メモ 第２６回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽５四歩、▲３三角不成、▽６二玉、▲５一角不成、▽５三玉、▲６二角不成、▽

６四玉、▲５三角不成、▽６五玉、▲６六歩、▽７六玉、▲７八飛、▽８七玉、▲７七飛 ま

で１５手で詰み  

正解者：17名 

 

推２４ ２００９／９ ○術師作  

毒入り危険  １１手 

 

「９手目に突いた端歩は毒まんじゅうでしたか」 

「直後に玉でそんなもの取るから、すぐ詰みましたよ、はい11手まで」 

「３手目から６手目まで同じ筋だったのはこだわりすぎですかねぇ」 

 

<詰将棋メモ 第２６回出題 第３番> 

 

▲７六歩、▽５四歩、▲３三角不成、▽６二玉、▲５一角不成、▽５三玉、▲６二角不成、▽

６四玉、▲５三角不成、▽６五玉、▲６六歩、▽７六玉、▲７八飛、▽８七玉、▲７七飛 ま

で１５手で詰み  

正解者：18名 

 

 

 

 

 

 



  

14   Web Fairy Paradise  

推２５ ２００９／１０ ミニベロ作  

銀２枚取り  ９手 

 

例によって、傍目八目の３人の会話です。  

「たった９手で銀２枚取って詰ませるとは、なかなか出来るな！」  

「しかもそのうち１枚は不成りで取っているとは！」  

「後手の４手目の４筋の手が大悪手だったからで、大したことはないよ」  

さて、どんな手順の将棋だったのでしょうか。 

 

<詰将棋メモ 第２７回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽５四歩、▲４四角、▽４二銀、▲７一角不成、▽５三銀、▲４二銀、▽５二玉、

▲５三角成 まで９手  

正解者：16名 

 

推２６ ２００９／１０ 渡辺秀行作  

８手目の桂打ち（A君）  １０手 
 

Ａ君「ちょっと聞いてくれよＢ君。８手目に桂を打たれたよ。しかも初手と同じ筋に」 

Ｂ君「奇遇だね。僕も同じだったよ。その後どうなった？」 

Ａ君「７段目の玉が悪かったのか、10手目に角を打たれて詰められてしまったよ。しかも初

手と同じ筋に」 

Ｂ君「10手で詰められたのは同じだね。僕の場合は相手は成駒で飛車を取ったのに、使って

こなかったんだ。飛車余りで詰められるなんて口惜しいなぁ」 

さて、Ａ君とＢ君の指した将棋はどんな手順でしょうか？推理して下さいね。 

 

８手目の桂打ち（A君） 

 

<詰将棋メモ 第２７回出題 第２番> 

 

▲９八香、▽３四歩、▲７六歩、▽８八角成、▲６八玉、▽８九馬、▲７七玉、▽９四桂、▲

６八銀、▽９九角 まで１０手  

正解者：14名 

 



  

15   Web Fairy Paradise  

推２７ ２００９／１０ 渡辺秀行作  

８手目の桂打ち（B君）  １０手 
 

Ａ君「ちょっと聞いてくれよＢ君。８手目に桂を打たれたよ。しかも初手と同じ筋に」 

Ｂ君「奇遇だね。僕も同じだったよ。その後どうなった？」 

Ａ君「７段目の玉が悪かったのか、10手目に角を打たれて詰められてしまったよ。しかも初

手と同じ筋に」 

Ｂ君「10手で詰められたのは同じだね。僕の場合は相手は成駒で飛車を取ったのに、使って

こなかったんだ。飛車余りで詰められるなんて口惜しいなぁ」 

さて、Ａ君とＢ君の指した将棋はどんな手順でしょうか？推理して下さいね。 

 

８手目の桂打ち（B君） 

 

<詰将棋メモ 第２７回出題 第３番> 

 

▲３八銀、▽３四歩、▲１六歩、▽４四角、▲１七桂、▽同角成、▲４八玉、▽３六桂、▲３

九玉、▽２八馬 まで１０手  

正解者：16名 

 

推２８ ２００９／１１ 鈴木康夫作  

一騎討ちその１  １９手 

 

「この間の将棋は僕も相手も1枚の駒しか使用しないで戦ったんだ」  

「どっちが勝ったの」  

「僕が19手で詰めたよ」  

「相手の駒は玉しかないよね。どんな動きをしたの？」  

「後手玉が動いたマスは３箇所しかなかったね」 

 

<詰将棋メモ 第２８回出題 第１番> 

 

▲２六歩、▽４二玉、▲２五歩、▽３二玉、▲２四歩、▽４二玉、▲２三歩不成、▽３二玉、

▲２二歩成、▽４二玉、▲１二と、▽３二玉、▲１三と、▽４二玉、▲１四と、▽３二玉、▲

２四と、▽２二玉、▲２三と まで１９手  

正解者：18名 



  

16   Web Fairy Paradise  

推２９ ２００９／１１ 鈴木康夫作  

一騎討ちその２  １７手 

 

「この間の将棋は僕も相手も1枚の駒しか使用しないで戦ったんだ」  

「どっちが勝ったの」  

「僕が17手で詰めたよ」  

「相手の駒は玉しかないよね。どんな動きをしたの？」  

「最初に居た51を含めて５つのマスしか存在しなかったよ」 

 

<詰将棋メモ 第２８回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽６二玉、▲７五歩、▽５一玉、▲７四歩、▽６二玉、▲７三歩成、▽５一玉、▲

７四と、▽６二玉、▲７五と、▽７三玉、▲７六と、▽６四玉、▲６六と、▽５四玉、▲５五

と まで１７手  

正解者：17名 

 

推３０ ２００９／１１ 鈴木康夫作  

一騎討ちその３  ２１手 

 

「この間の将棋は僕も相手も1枚の駒しか使用しないで戦ったんだ」  

「どっちが勝ったの」  

「僕が21手で詰めたよ」  

「相手の駒は玉しかないよね。どんな動きをしたの？」  

「後手玉が動いたマスは４箇所しかなかったね。後手玉には常に味方の駒が利いていたけれど

最後に利きから外れたんだ」 

 

<詰将棋メモ 第２８回出題 第３番> 

 

▲９六歩、▽６二玉、▲９五歩、▽７二玉、▲９四歩、▽６二玉、▲９三歩成、▽７二玉、▲

８二と、▽６二玉、▲９一と、▽７二玉、▲９二と、▽６二玉、▲９三と、▽７二玉、▲９四

と、▽８二玉、▲９三と、▽９一玉、▲９二と まで２１手  

正解者：17名 

 

 



  

17   Web Fairy Paradise  

推３１ ２００９／１２ ○術師作  

入玉したのに  １７手 

 

「せっかく99まで入玉したのに、17手で詰まされちゃったよ」 

「入玉した割には持駒も角香だけか」 

「そっちは前の手と違う駒（違う種類の駒）ばっかり動かしてきて....同じ駒（同じ種類の駒）

が２手続いたのは１回だけだったよね」 

「入玉なのに、お互い成った手もなかったか」 

 

<詰将棋メモ 第２９回出題 第１番> 

 

▲７六歩、▽４二玉、▲３三角不成、▽同玉、▲６六歩、▽４四玉、▲７七桂、▽５五玉、▲

６五歩、▽６六玉、▲８五桂、▽７七玉、▲７八銀、▽８八玉、▲７九金、▽９九玉、▲８九

金 まで１７手  

正解者：18名 

 

推３２ ２００９／１２ 渡辺秀行作  

８手目は空き王手  １０手 

 

推理将棋新聞より 

「第ｎ回推理将棋名人戦七番勝負の第１局は名人の先手で初手は歩と平凡な展開かと思われ

たが、10手で名人の玉がトン死する大波乱となった。 

勝った挑戦者は『８手目の空き王手が気持ち良かった』と感想で述べている。」 

さて、七番勝負の第１局の棋譜は? 

 

<詰将棋メモ 第２９回出題 第２番> 

 

▲７六歩、▽８四歩、▲６八玉、▽８五歩、▲７七玉、▽８六歩、▲６八飛、▽３四歩、▲７

八玉、▽８七歩成 まで１０手  

正解者：17名 

 

 

 

 



  

18   Web Fairy Paradise  

推３３ ２００９／１２ けいたん作  

小駒で取る  １０手 

 

「これが10手で詰んだ将棋か」  

「ああ、不成で動いた駒を小駒で取ってたな」  

「駒を打ったのは先手だけみたいだね」  

「そう、玉頭の歩も突いたよ」   

 

<詰将棋メモ 第２９回出題 第３番> 

 

▲７六歩、▽３二飛、▲３三角不成、▽同桂、▲４八玉、▽４五桂、▲４六歩、▽３七飛不成、

▲３八歩、▽５七飛成 まで１０手  

正解者：14名 

 

推３４ ２００９／１２ タラパパ作  

さらば友よ  １２手 

 

「さっき12手で詰まされた将棋は悔しいなぁ」  

「あの成と不成の王手ばかり３回あったヤツだね？34歩に36歩と挨拶した手が敗因じゃな

いの？」  

「それだけじゃ納得いかないなぁ、棋譜を読んでみてくれる？････それだ！８手目の77角打

を軽視したんだ」  

「まぁ、後手の駒台に何も残らないギリギリの勝負だったんだからさ、落ち込むことはないさ」 

 

<詰将棋メモ 第２９回出題 第４番> 

 

▲７六歩、▽３二飛、▲３三角不成、▽同飛、▲４八玉、▽３七飛成、▲同玉、▽７七角打、

▲４六玉、▽３四歩、▲３六歩、▽５五角右成 まで１２手  

正解者：12名 

 

 

 

 

 



  

19   Web Fairy Paradise  

推３５ ２００９／３ 橘圭伍作  

 

1) 7手で詰んだ＠マドラシ 

2) 王手が3回あった」 

  

 

<第８回WFP作品展 第１番> 

76歩 72金 33角成 42金 同馬 62玉 52金 迄7手  

正解者：4名 

推３６ ２００９／３ 橘圭伍作  

 

1) 7手で詰んだ＠キルケ 

2) 王手が3回あった」 

 

<第８回WFP作品展 第２番> 

76歩 42玉 33角生 32玉 42角成 同銀/88角 22角成 迄7手  

正解者：4名 

 

推３７ ２００９／４ 橘圭伍作  

王手の行方 

 

日和「泉先輩、13手で詰まされましたねぇ」 

美雪「取られたり、動いたりした駒は3種類しかなかった上に、駒を成る手すらなかったにも

関わらず詰まされるとは流石ですね」 

日和「先手の鏡先輩が自玉の頭に駒を打ったら、1筋に居た玉がまさか詰むとは思わなかった

すよ」 

美雪「両者共に2回ずつ王手をしましたが、全て同種の駒でしたね」 

 

<第８回WFP作品展 第２番> 

 

76歩 42玉 33角生 同玉 68玉 24歩 77玉 23玉 66歩 68角 同玉 12玉 67角 迄13

手 余詰 



  

20   Web Fairy Paradise  

推３８ ２００９／５ 橘圭伍作  

 

1) 11手で詰み＠2解 

2) 後手は56歩と指した 

3) 終局時、先手の持駒は歩1枚だけだった 

4) 最終3手は｢62角打52玉53角行成｣で、最終手が唯一の駒成だった 

5) (4)以外の8手で互いが動かした駒は合わせて2種類だけだった 

 

<第１０回WFP作品展 第５番> 

 

76歩 34歩 22角生 54歩 13角生 55歩 35角生 56歩 62角打 52玉 53角行成 迄 

11手 

96歩 34歩 97角 44角 53角生 17角生 同角生 56歩 62角打 52玉53角行成 迄 

11手 

正解者：3名 

 

推３９ ２００９／５ 橘圭伍作  

 

1)  16 手で詰んだ＠安南＋打歩 

2) 初形と終局図で異なったのは先手玉の位置だけ 

3) 動いた駒は、玉飛歩だけだった 

4) 歩を打つ手が4回あった 

 

<第１０回WFP作品展 第６番 修正> 

 

68玉 87歩生 78玉 67歩 同歩 94飛 87玉 95飛 76玉 85飛 87歩 82飛 86玉23

歩 77歩 83歩 迄 16手 

正解者：1名 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21   Web Fairy Paradise  

推４０ ２００９／５ 橘圭伍作  

 

1) 13手で詰んだ＠マドラシ 

2) 止めは飛車の手 

3) 11手目に金取りに打った桂の手に対して後手は12手目にその金を引いた 

4) 終局時、先手の持駒は2種3枚だった 

 

<第１０回WFP作品展 第７番> 

 

76歩 42金 33角成 41玉 43馬 88角成 21馬 32銀 22馬 31玉 34桂 

41金 88飛迄 13手 

正解者：3名 

 

推４１ ２００９／５ 橘圭伍作  

 

1) 8手で詰んだ＠鏡 

2) 終局時、9段目には駒が9枚あった 

3) 成る手はなかった 

4) 終局時、先手の持駒は合わせて2種2枚だった」 

 

<第１０回WFP作品展 第８番> 

 

76歩 34歩 77角 同角生 同玉 59角11玉 22銀 迄 8手 

正解者：3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22   Web Fairy Paradise  

推４２ ２００９／６ 橘圭伍作 Proof Game １１手 

 後手持駒 歩 

持駒

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

一

二

三

四

五

六

七

八

九

歩

香

歩

飛

桂

歩

銀

歩

金

歩

王

歩

角

金

歩

銀

歩

桂

歩

香

なし

香

歩

桂

歩

銀金

歩

玉

歩

金

歩

角

銀

歩

桂

飛

歩

香

歩

 

<第１１回WFP作品展 PG第１番> 

 

76歩 34歩 44角 35歩 同角 66角 46角 57角生 55歩 66角生 68角 迄 11手 

正解者：3名 

 


