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The World Com puter Shogi 
Cham pionship

第32回世界コンピュータ将棋選手権

会期　2022年5月3日（火）～5月5日（木）
会場　川崎市産業振興会館 and Online

CHECK NOW !!
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2022年5月5日（木）決勝リーグ　一局65分 総当たり ７回戦

開始　09:00　/　終了　18:00
解説　西尾明 七段 伊藤匠 五段
https://youtu.be/hNjD6Ddilig

実力伯仲の二次予選を上位で勝ち抜けた8チームの総当たり　今年の世界一位将棋AIは！？

チーム8

2022年5月4日（水）二次予選　一局65分 変形スイス式 ９回戦

開始　09:30　/　終了　20:20
解説　遠山雄亮 六段 千田翔太 七段
https://youtu.be/rKcsArj5yfw

強豪シード18チーム+一次予選上位10チームでの真剣勝負！
新旧交代下剋上は起きるのか？Serious competition among 18 strong 
seeded teams + top 10 teams from the first preliminary contest！
Will the old and new team battle it out？

チーム81
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*1 水無瀬 香澄
*2 松下 光則
*3 やねうらお、Mizar、井本康宏
*4 芝世弐、曽根壮大
*5 Ryoto Sawada, Yuki Ito, Toshihiro Shirakawa, Keigo Nitadori
*6 野田久順、岡部淳、鈴木崇啓、河野明男、伊苅久裕
*7 山岡忠夫、加納邦彦、山口祐、大森悠平*7 山岡忠夫、加納邦彦、山口祐、大森悠平
*8 熊谷啓孝、矢内洋祐、幅野莞佑、笹井雄貴、堀越将司、中屋敷太一
*9 松本 浩志
*10 粂川叶、岩本裕大、五十嵐治一、湯浅翔太、鳥居昭吾
*11 市村 豊
*12 山下宏、保木邦仁、小林祐樹
*13 鈴木太朗、玉川直樹
*14 小谷善行、柴原一友*14 小谷善行、柴原一友

*15 山田 元気
*16 竹内 元気
*17 末吉竜介、風間俊介、畑中慎吾、
　    山内伊織、李愚昶、平沢蒼、長谷部太一、
　　若月翔威、上野勇樹、村越小友梨、
　　若松萌生、紺野誠、小林優輝、岩田大夢
*18 兵頭 優空*18 兵頭 優空
*19 北川博隆、黒木光寿
*20 Tomonobu Masumoto
*21 谷合廣紀、中村朋生
*22 湯川和雄、近藤俊彦、田之畑諒
*23 Yu ki Tanaka
*24 森田 翔治
*25 Kimihiro Goto, Masaki Yamagami*25 Kimihiro Goto, Masaki Yamagami

× キャンセル　HoneyWaffle（渡辺 光彦）、Crazy Zero（Kayufu（フランス）：Rémi Coulom, Vincent Kubicki）
　　　　　　　 ひまわり（山本 一将）、DawnSoak（ゆっくりまなぶ：武内 淳）、さゆり焼肉（さゆり焼肉チーム：竹部 さゆり）、Σ（田中 亨）

※2022年4月28日時点の情報です。最新の情報は、コンピュータ将棋協会WEBを閲覧ください。
　http://www2.computer-shogi.org/wcsc32/

開始　09:45　/　終了　20:15
オンラインzoom会場へ！
https://youtu.be/miKs93VqS1c

2022年5月3日（火）一次予選　一局65分 変形スイス式 8回戦 チーム43
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◇ 5月3日（火）：初日　1次予選

 9:00    開場・セッティング開始

 9:50    受付締切・抽選

10:00-10:40 開会の挨拶・準備

10:40-12:50 1回戦～2回戦（65分x2）

12:50-13:20 休憩（30分）

13:20-18:45 3回戦～7回戦（65分×5）13:20-18:45 3回戦～7回戦（65分×5）

18:45-18:55 休憩（10分）

18:55-20:00 8回戦（65分）

20:00-20:15 結果、通過者発表

20:15-20:50 後片付け

21:00　   閉場

◇ 5月4日（水）：2日目　2次予選

 9:00    開場

 9:30    受付締切

 9:30-10:00 連絡・参加者用LAN対戦テスト・準備

10:00-13:15 1回戦～3回戦（65分×3）

13:15-13:25 休憩（10分）

13:25-17:45 4回戦～7回戦（65分×4）13:25-17:45 4回戦～7回戦（65分×4）

17:45-17:55 休憩（10分）

17:55-20:05 8回戦～9回戦（65分×2）

20:05-20:20 結果、通過者発表

20:20-21:00 後片付け・配置換え（40分）

21:00    閉場

◇ 5月5日（木）：3日目　決勝

 9:00    開場

 9:15    受付締切

 9:15- 9:30  連絡・準備

 9:30-11:40 1回戦～2回戦（65分×2）

11:40-11:50 食事休憩（10分）

11:50-17:15 3回戦～7回戦（65分×5）11:50-17:15 3回戦～7回戦（65分×5）

17:15-18:00 成績発表・表彰式

18:00-19:40 後片付け

20:00    閉場

表彰

文部科学大臣賞 : 優勝者に賞状及び楯を授与

3位まで : 盾

8位まで : 賞状

フロムスクラッチ申告者の上位5チーム : 賞状

独創賞・新人賞

※「フロムスクラッチ申告者」の定義 : ※「フロムスクラッチ申告者」の定義 : 

           思考部に大きな影響を与える、他者の作成したプログラム・データ等」を利用していない

           として自己申告があり、アピール文書等から、おおむねそれが正しいと考えられるチームを指します。 

           目安として、第29回の選手権の「ライブラリ不使用者」に相当します。

賞金

株式会社サードウェーブ 提供 :    優勝 ドスパラポイント 50万円相当(通販サイト「ドスパラ」で使用可能)

                  ※「ドスパラ会員」に登録することが必要です。

                  ※優勝チームには、株式会社サードウェーブから、優勝ソフト等を搭載したPCの商品化についての                  ※優勝チームには、株式会社サードウェーブから、優勝ソフト等を搭載したPCの商品化についての

                   相談があります。積極的にご検討いただけますと幸いです。(承諾は必須ではありません)

滝沢武信様 提供 :           総額 5万円

三間飛車のひとくちメモ様　提供 :   優勝 1万円

八橋弐奈様 提供 :           2位 1万円

アクシスの対局実況様 提供 :     2位 1万円

都賀町えいだ様 提供 :         フロムスクラッチ最上位 1万円

ときんアイデア合同会社様 提供 :   独創賞受賞者 1万円ときんアイデア合同会社様 提供 :   独創賞受賞者 1万円

HEROZチーム加納邦彦様 提供 :    新人賞受賞者 1万円

5月4日 二次予選 開始 09:30 / 終了 20:20

解説　遠山雄亮 六段 千田翔太 七段
https://youtu.be/rKcsArj5yfw

5月5日 決勝リーグ 開始　09:00　/　終了　18:00

解説　西尾明 七段 伊藤匠 五段
https://youtu.be/hNjD6Ddilig

PV CHECK !!

プロ棋士による解説
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