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Fairy TopⅨ２０１６候補作一覧 

推理将棋・プルーフゲーム部門（中・長編）   候補作一覧 

 

推１～推５  詰将棋メモ    P２～P７ 

推６～推７  その他     P８～P９ 

 

 

候補作は全７作。２０１６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。（注）詰めば都の追加出題は解答発表がまだで

すので来年度に繰越とします。 
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推１ ２０１６／１  斧間徳子作     

 2016（平成２８）年の指し初めの一局  １６手 

              

「昨日の指し初め局は勝ったかい？」 

 「うん、16手目に28に着手した５回目の王手で相手玉を詰ましたよ」 

 「へえ、16手目に28の手で詰めたとは、今年の年初にふさわしい一局だね。で、どんな将

棋だったんだい？」 

 「相手は3手目からずっと同じ種類の駒の手を指し続けてきたんだ。そこで猿まねというん

じゃないけど、僕も４手目からずっと同じ種類の駒の手を指し続けたんだ。駒を成る手はなか

ったよ」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

<詰将棋メモ 第９８回出題 第２番>                                            

▲３八銀 △３四歩 ▲６八玉 △７七角不成 ▲５八玉 △８八角不成 ▲５

九玉 △５五角不成 ▲４八玉 △３七角不成 ▲３九玉   △２八角不成 

▲４八玉 △３七角不成 ▲３九玉 △２八角打 まで１６手 

正解者：２２名 
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推２ ２０１６／１ 渡辺秀行作  

 

推理敵への年賀状  ２８手 

 

「そう言えば、今年に出し返した問題を見せて欲しいって言ってたな。いいよ。 

どうだ、いい感じの返しになっているだろ？」 

<箇条書条件を見せる> 

「なになに簡単だって？まぁ有り得る詰形がそんなにないからね」 

 

＜箇条書条件＞ 

•２８手で詰んだ 

•後手はある端歩を６連続で動かした後、同じ端の筋の８箇所に香を着手した(※) 

•駒成は不成だと反則になる場合だけ 

•先手はある駒をこれまで居たことがない所に丁度１１連続で動かしたが、うち６手は１筋側

に寄る手であった 

•５筋の着手が２度あった 

 

(※) 香を移動する手と香を打つ手が可。香が移動して成も不成も可。成香の移動は不可（香

の着手と見做さない） 

 

<詰将棋メモ 第９８回出題 第３番> 

▲２六歩 △１四歩 ▲５八玉 △１五歩 ▲４八玉 △１六歩 ▲３八玉 △１

七歩不成 ▲２七玉 △１八歩不成 ▲３六玉 △１九歩成 ▲４六玉 △１二香 

▲５五玉 △１三香 ▲４五玉 △１四香 ▲３五玉 △１五香 ▲２五玉 △１

六香 ▲１五玉 △１七香不成 ▲２五歩 △１八香不成 ▲２六飛 △１一香 ま

で２８手 

正解者：１９名 
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推３ ２０１６／１ ＤＤ++作  

新年の無茶振り  ２８手 

 

「新年あけましておめでとう。早速指し初めしようぜ」 

 「ふむ、平成28年の１月１日か。では僕は２８手目の『１１と』で君の先手玉を詰ませたい

のでよろしく」 

 「え？」 

 「それと僕は、初志貫徹で１枚の駒を着手し続けたい。ああ、でも、27年は終わったし、そ

の駒で27地点に立ち寄りたくはないな」 

 「は？」 

 「君も僕もそれぞれ、唯一の成は駒を取らずに指したいね。お互い欲張った一年にはしたく

ない」 

 「ねえ、待って」 

 「その上で、君は歩を初手しか指さないのも成駒を動かさないのも余裕だよね」 

 「あの、ちょっと意味がわからないんだけど」 

 「なんだい。君が指し初めをしたいと言ったのだろう。じゃあ始めようか」 

 

さて、あなたは注文通りに指して無茶振りに応えることができるだろうか？ 

  

<詰将棋メモ 第９８回出題 第４番> 

▲２六歩 △１四歩 ▲４八玉 △１五歩 ▲３八玉 △１六歩 ▲２七玉 

△１七歩不成 ▲３六玉 △１八歩成 ▲２七飛 △２八と ▲１七飛 △１八

と ▲１一飛不成 △１七と ▲２五玉 △１六と ▲１四玉 △１五と ▲２

三玉 △１四と ▲１二玉 △１三と ▲２一玉 △１二と ▲１三香成 △

１一と まで２８手 正解者：２１名 
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推４ ２０１６／３ 一乗谷酔象作  

記念対局  ３４手 

 

「師匠、吉報です。おもちゃ箱の推理将棋が第１００回を迎えました」 

 「おお、遂に大台に乗ったか。実にめでたい。記念に一局やるか」 

 「是非お手合わせ願います。では、私の先手で・・・お願いします」 

 「うむ、はじめは真似将棋で様子を見ることにしよう・・・おっ、９段目の歩を含め５連続

で歩の手を指してくるとは・・・なかなかやるなあ。少しは腕を上げたようだね」 

・・・(34手目の後手番で)・・・ 

「ここまで真似将棋を続けたけど、駒の種類を替えてこう指したらどうだ」 

 「あら、詰みですね。投了です。負けました。感想戦をお願いします。寄る手もなく６連続

で金の手を指した作戦が悪かったのでしょうか。６連続の最初に打った金で４枚の駒を取った

後、最初の金打ちと同一地点にもう一度金を打ってしまいましたし」 

 「こっちは真似将棋だから、その作戦でも形勢互角じゃないのかい」 

 「桂取りに角を打った手はどうでしたかね」 

 「それも妙な手だったけど、飛の手より後に歩の手を１回だけ指したのが勝負を分けたな。

投了図を見てごらん。双方ともに持駒１枚ずつ、記念対局に相ふさわしい一局だったよ」 

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

 

<詰将棋メモ 第１００回出題 第３番> 

▲７八金  △３二金  ▲６六歩  △４四歩 ▲６五歩  △４五歩  ▲６四

歩  △４六歩 ▲６三歩成 △４七歩成 ▲６九歩  △４一歩 ▲５八飛  △

５二飛  ▲３八金  △７二金 ▲同 と  △３八と  ▲１二金  △９八金 

▲２一金  △８九金  ▲２二金  △８八金 ▲２三金  △８七金  ▲３二

金  △７八金 ▲１二金  △９八金  ▲９二角  △１八角 ▲４三歩  △

６七桂  まで34手 正解者：１２名 
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推５ ２０１６／１０  チャンプ作 

美野樫９兄妹の一局（その１５）       ２１手 

 

七海「やりました！皆で掴んだ優勝です！」 

 四郎「今日はいい思い出になったね」 

 隆二「帰ったら皆でお祝いだな」 

 六実「私がご馳走を作ってあげるわ～」 

 健一「ちょっと待て、どうやらまだ終わりじゃねぇみてぇだぜ？」 

司会「それでは優勝の副賞としてこれより記念対局を行います」 

源三「なんやて!?」 

 六実「え～！お買い物しなくちゃいけないんだけど～？」 

 四郎「あっ！相手はあのプロ棋士の人みたいだよ？」 

 圭五「朝からずっと突っ立ってた審判かー！」 

 九美「プロって強いのかなぁー？」 

 七海「健一さん、誰が指しますか？」 

 健一「最後ぐらい全員で指して叩き潰してやろうぜ」 

 八重「天下分け目の決戦ね」 

 隆二「兄貴、何か作戦がありそうだな」 

 健一「いいか、お前たち・・・(ごにょごにょ)」 

 

健一「俺たちの先手だ、みんな打ち合わせ通り行くぜー」 

 

・・・対局開始・・・ 

 

健一「俺から九美まで年齢順に飛のバトンを繋いで行くからな」 

 源三「ホンマにこんな作戦でエエんか？」 

 九美「はい、17手目のウチの番も終わったよぉー？」 

 圭五「兄貴、みんな飛の手指したけど、この先どーすんだー？」 

 健一「あとは指したい奴が指せばいいさ、ただし最後まで飛の手でな」 

 

隆二「マジかよ・・・ホントに21手で勝っちまったぜ・・・」 

 九美「成る手も無かったのにねぇー？」 

 四郎「飛での駒取りは３回あったけどさ・・・」 

 七海「・・・察するに14手目の玉と20手目の銀が疑問かと」 

六実「大変～！スーパー閉まっちゃうわ～！」 

 七海「わたくしも手伝います、それでは皆さんお先に失礼します」 

 

【完】 



  

7   Web Fairy Paradise  

 

さて、どんな将棋だったのだろうか？ 

 

<詰将棋メモ 第１０７回出題 第３番> 

▲１八飛  △８四歩 ▲２八飛  △８五歩 ▲３八飛  △８四飛 ▲４八飛  

△７四飛 ▲５八飛△７七飛不成 ▲６八飛 △７八飛不成 ▲同 飛  △６二

玉   ▲８四飛  △７四歩 ▲９四飛  △７三玉 ▲８四飛  △６二銀 ▲７

四飛上 まで２１手 正解者：１７名 
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推６ ２０１６／１０ 一乗谷酔象作  

詰めば都       ５５手 

 

「さっきの将棋、どうだった？ 序盤から激しく駒を取り合っていたけど」 

「最後に盤面に残った駒は４枚だけで、結局55地点で詰まされたよ」 

「なんと。都で煙詰とは驚いたね」 

実戦初形から指し始め、下記条件1), 2)を満たす最短の手順を求めよ。非限定は許容する。 

・条件 

1) 55玉が詰まされた。 

2) 終図盤面の駒数は4枚。 

※55玉の先後は不問。55玉が後手玉なら奇数手数、先手玉なら偶数手数で詰ますこと。 

 

<１００号記念１人１局作品展 １１ > 

 

解答例 

76歩  32飛  33角生  52玉  22角生  37飛生 31角生  27飛生  58玉  

47飛生  23飛生  17飛生 53角生  19飛生  43飛生  29飛生  13飛生  

39飛生 11飛生  49飛生  21飛生  69飛生  41飛生  67飛生 61飛生  

87飛成  71飛生  76龍  81飛生  79龍 91飛生  89龍  93飛生  99龍  

83飛生  97龍  73飛生  57龍  同玉  53玉  63飛成  44玉 74龍  55

玉  56金 まで45手 正解者：３名 
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推７ ２０１６／１０ はなさかしろう作  

 

 

大駒と歩：Ａ 

 

・17手で詰んだ 

・詰め上がりで先手持駒は歩8枚 

・後手は4筋と奇数筋に交互に着手した 

・成1回 

 

<１００号記念１人１作作品展 ６Ａ > 

 

 

76歩、42飛、33角成、52金左、43馬、41玉、53馬、51金寄、63馬、47飛不成、73

馬、56歩、83馬、42銀、56馬、31角、23馬 まで17手 正解者：1名 

 

推７ ２０１６／１０ はなさかしろう作  

 

大駒と歩：Ｂ 

 

・41手で詰んだ 

・詰め上がりで先手持駒は飛角歩の計20枚 

・玉金銀桂香の手はなかった 

・3筋への先後通算4連続着手があった 

・最終手は2度目の成 

 

<１００号記念１人１作作品展 ６Ｂ > 

 

 

76歩、44歩、同角、42飛、53角成、47飛不成、63馬、66歩、同歩、37飛不成、73

馬、62歩、83馬、27飛不成、93馬、17飛不成、23飛不成、75歩、33飛不成、32

歩、同飛不成、66角、75歩、同角、62飛不成、57角不成、同馬、92歩、13馬、87

飛不成、92飛不成、97飛不成、同飛不成、37歩、同飛、33歩、同飛不成、24歩、

同馬、53歩、同飛成まで41手 正解者：０名 

 


