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推１ ２０１５／４  チャンプ作     

 美野樫９兄妹の一局(その６)  １９手 

              

健一「さぁて、次はどんなメンバーで行くかな・・・」 

八重「ちょっとーっ！私の出番はー!?」 

四郎「そういえば・・・八重ってまだ・・・」 

健一「あっ・・・ああ、悪い悪い、じゃあ次は八重と・・・」 

八重「私ひとりで十分よ！皆は休んでて！」 

隆二「いやちょっと待て、いくらなんでもそれは無謀だろ」 

七海「わたくしもそう思います、みんなで力を合わせて・・・」 

八重「いいから、私に任せなさいっ!!」 

一同「はっ・・・はい・・・」 

 

圭五「あちゃーこりゃキツイ試合になるぜー」 

九美「八重ねぇ、大丈夫かなぁー？」 

源三「まぁ負けてもエエやないか好きにさせたろ」 

 

・・・対局開始・・・ 

 

八重「さてと、私の先手ね、こんな弱そうな相手、恐れるに足りずだわ」 

八重「はー？何それ！アンタ最初は歩を動かすって習わなかったの？」 

八重「19手で詰みね、成る手が無くて手数は掛かったけど楽勝ね」 

八重「最後の桂打ちで弾(持ち駒)は全て使い切ったわ」 

八重「そういえば私が85同歩と指したら慌てて玉を初めて動かしてたわね」 

八重「一体何に怯えてたのかしら」 

六実「え～ホントに勝っちゃった！八重ちゃん、すご～い！」 

健一「つ・・・つえぇ・・・ていうか八重って怖えぇ・・・」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

<詰将棋メモ 第８９回出題 第３番>                                            

▲８六歩  △９二香  ▲８五歩  △９四歩 ▲８四歩  △９三桂  ▲８三歩不成 

△同 飛 ▲８六歩  △８五桂  ▲同 歩  △６二玉  ▲８四歩  △７二玉  

▲８三歩不成 △同 玉 ▲８一飛  △９三玉  ▲８五桂 まで１９手 

正解者：１９名 
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推２ ２０１５／７ はなさかしろう作  

 

はだかの王様と几帳面な王様  １８手 

 

「陛下、隣国の王様を捕まえました。18手かかりました」  

「捕まえたとき当方も先方も盤上に20人ずついたそうです」  

「捕まえたとき中段にいたのは五段目の先方の王様だけでした」  

「おぉ、なんと無鉄砲な。よろしい、とりあえずご苦労でした。先方の家臣もさぞかし気を揉

んでいることでしょう。隣国の誼を心がけ、くれぐれも丁重にお送りするのですよ。ともあれ、

良い訓練になりましたね。今日の出来事を振り返っておきましょう」  

「歩の手が４手続いたことがありました」  

「11手目は３七歩でした」  

「なんと、歩が活躍したようですね。うむ、大儀でありました」  

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

<詰将棋メモ 第９２回出題 第３番> 

▲４八玉 △３四歩 ▲３六歩 △３五歩 ▲同 歩 △３二飛 ▲３七玉 

△３五飛 ▲２六玉 △３八飛成 ▲３七歩 △２七龍 ▲１五玉 △３八歩 

▲同 飛 △３二歩 ▲２八歩 △３三角 まで１８手 

正解者：１３名 
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推３ ２０１５／１０ チャンプ作  

美野樫９兄妹の一局(その９)  １８手 

 

健一「よしよし次は誰で行くかな」 

 九美「なぁ健にぃ、ウチ一人でやってみたらダメかなぁー？」 

 健一「九美ひとりでか？」 

 七海「わたくしからもお願いします・・・」 

 八重「やるからには勝ちなさい」 

 六実「うんうん、ちゃちゃっと倒してきて～九美ちゃん」 

 隆二「兄ちゃんたちも応援してるぜ」 

 九美「うん、がんばってみるよぉー」 

 

・・・対局開始・・・ 

 

九美「ウチの後手だねぇー」 

 九美「ふぅーんキミはイキナリ飛を動かすんだぁー」 

 九美「あ、７手目から同と付く手が３回続いたねぇー」 

 九美「これで詰みかなぁー？18手で終わっちゃったねぇー」 

 九美「最後の角の手までウチ小駒ばっかり指してたなぁー」 

 九美「成る手も不成の手も無かったのは珍しいかもねぇー」 

 

 圭五「マジかー！九美ってあんなに強かったっけー？」 

 四郎「実は今回に向けて九美が一番練習してきたんだよね」 

 源三「知らんかったわ、わしとは意気込みがちゃうな・・・」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

  

<詰将棋メモ 第９５回出題 第３番> 

▲７八飛 △９四歩 ▲７六歩 △９五歩 ▲７七角 △９六歩 ▲同 歩 

△同 香 ▲同 香 △９四歩 ▲９五角 △同 歩 ▲６八玉 △９六歩 

▲７七玉 △９七香 ▲８八玉 △９九角 まで１８手 

正解者：２８名 
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推４ ２０１５／１２ NAO作  

２０１６の決め手  ２０手 

 

「新年の指し初めはどうだった？君は後手番だったね」 

 「ああ、２筋の手を８回と１筋の手を１回指して勝ったよ」 

 「平成２８年の元旦にぴったりだね」 

 「それだけじゃないよ。２０手目１６地点の着手が初王手で２８の玉を詰ませたんだ」 

 「なるほど、２０１６の決め手で平成２８年の玉を捕らえたってことか。今年はイケイケだ

ね」 

 「イケイケＧＯＧＯじゃないけど、こっちが５連続で２筋に着手した後、相手も５連続で２

筋に着手したんだ。不成の手も５回あったよ」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

そして２０１６年、貴方の勝負手は？ 

 

 

<詰将棋メモ 第９７回出題 第３番> 

▲７六歩 △２四歩 ▲４四角 △２五歩 ▲２六角 △同 歩 ▲４八玉 

△２七歩不成 ▲３八玉 △２八歩不成 ▲同 玉 △３八角 ▲２四歩 △

２九角不成 ▲２三歩不成 △２四桂 ▲２二歩不成 △２三飛 ▲２一歩成 

△１六桂 まで20手 

正解者：１７名 
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推５ ２０１５／１２  渡辺秀行作 

推理敵からの年賀状       ２７手 

 

「去年の年賀状を整理していたら、あいつからの年賀状が見つかったよ」 

 「ふむふむ、確かこんな問題を出題してきてたなぁ。どれ、見てみるか？」 

<箇条書条件を見せる> 

「今年の年賀はそれをちょっと変えて出してやったんだ」 

 「俺の作った返しも見せて欲しいだって？まぁ、そう慌てるでない」 

 

<詰将棋メモ 第９７回出題 第４番> 

▲１六歩 △７四歩 ▲１五歩 △７五歩 ▲１四歩 △７六歩 ▲１三歩不

成 △７七歩不成 ▲１二歩不成 △７八歩不成 ▲１一歩成 △３四歩 ▲

１八香 △１三桂 ▲１七香 △３二銀 ▲１六香 △１一角 ▲１五香 △

４二玉 ▲１四香 △３一玉 ▲１三香不成 △２一玉 ▲１二香不成 △３

一金 ▲１一香成 まで ２７手 正解者：１６名 
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推６ ２０１５／１ 一乗谷酔象作  

同飛車大学９回生       ５６手 

 

「さっきの将棋どうだった？ 

僕が見たとき君の駒台は『飛角金銀桂香』が各１枚ずつと歩が沢山あって溢れそうだったけど」 

「全駒で勝ったよ。 

56手目の５回目の王手で詰んじゃった」 

「ホントかい？もう少し詳しく教えて」 

「10手目以降、相手が直前に着手した駒をひたすら取り続けただけだよ。それも飛車だけで

ね」 

「相変わらず強欲なやつだな。それだけかい？」 

「あの将棋、４段目の着手は１回もなかったんだけど、成る手が１回だけあった。先手は１,

２,３,６,８筋の順番に連続して歩を突いていたよ」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

<第６９回WFP作品展 ６９－９> 

 

76歩 72飛 33角生 同角 77桂 85角 65桂 88角生 73桂生 同飛 75歩 

同飛 76歩 同飛 96歩 同飛 16歩 同飛 26歩 同飛 36歩 同飛 66歩 同飛 

86歩 同飛 88銀 同飛生 38金 同飛生 33角 同飛生 23飛生 同飛 13香生 

同飛 17桂 同飛生 12歩 同飛生 92歩 同飛 93香生 同飛 98歩 同飛生 48

銀 同飛生 46歩 同飛生 56歩 同飛 57歩 同飛生 58金 同飛成 まで 56手 

正解者：２名（実質：1名） 
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推７ ２０１５／８ 一乗谷酔象作  

 

 

最長手数探索問題： 

実戦初形から次の条件を満たす最長の手順を求めよ 

〔条件〕 

1) 同一局面なく初王手で先手玉が詰まされた。 

2) 後手は４手目以降、77,88,99の３箇所へ 

"大駒を打つ手"または"大駒で駒を取る手"を指し続けた。 

3) 成る手なし。 

 

<第７５回WFP作品展 ７５－１１> 

 

 

作意：２８４手  

超正解：はなさかしろう解：２２６２手 超正解：DD++解：１６９０手 詳細

はWFP８８号をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 


