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1 第5回名古屋城こども王位戦リアル大会が開催 
令和3年8月7日(土)、名古屋市千種区の吹上

ホールにて、第5回名古屋城こども王位戦リア

ル大会が開催されました。 

主催は名古屋城こども王位戦実行委員会

（名古屋市・名古屋市教育委員会・中日新聞

社）、共催は日本将棋連盟東海普及連合会で

した。 

午前中は小学1年から小学3年、午後からは

小学4年から中学3年でそれぞれ学年別に予選、

決勝トーナメントを行い、優勝者を決定しま

した。参加者は全体で555名でした。 

予選敗退者は、プロ棋士による指導対局を受けました。指導棋士は、木村一基九段、石

川優太四段、高田明浩四段、中山則男六段、竹内貴浩四段、中澤沙耶女流初段、脇田奈々

子女流初段、山口仁子梨女流2級、山口稀良莉女流2級でした。 

木村九段は、保護者向けセミナーの講師も担当しました。 

8月8日～9月5日には、オンライン大会も行われます。今回のリアル大会優勝者とオンラ

イン大会優勝者が、9月12日に名古屋城西の丸御蔵城宝館で同じ学年同士が対局し、勝者

が藤井聡太二冠との指導対局に臨む予定です。 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

中3 

18人 

櫻井 晧太 

(海津市 城南中) 

八田 勝友 

(新城市 東郷中) 

岡村 真秀 

(瀬戸市 南山中) 

生田目 航汰 

(名古屋市 神の倉中) 

中2 

31人 

紀平 倖佑 

(岐阜市 岐阜聖徳学園大付属中) 

白井 亮太郎 

(豊橋市 青陵中  

有馬 尚輝 

(長久手市 長久手中) 

山本 航 

(名古屋市 東星中) 

中1 

37人 

根津 智成 

(春日井市 高蔵寺中) 

山田 大翔 

(土岐市 泉中) 

柳 直大 

(名古屋市 平針中) 

若林 卓実 

(名古屋市 上社中) 

小6 

46人 

櫻井 純之介 

(浜松市 静岡大付属浜松小) 

山川 康介 

(鈴鹿市 長太小) 

宮間 遥都 

(伊勢市 厚生小) 

藤澤 航希 

(岐阜市 柳津小) 

小5 

 68人 

伊藤 誇吾 

(海津市 今尾小) 

山田 行人 

(伊勢市 厚生小) 

加納 歩人 

(名古屋市 貴船小) 

中村 壮翔 

(半田市 花園小) 

小4 

87人 

朝比奈 潤 

(静岡市 伝馬小) 

坂井 政士郎 

(神戸市 本山第二小) 

佐橋 暁登 

(可児市 土田小) 

榊野 蒼 

(奈良市 富雄南小) 

小3 

101人 

和田 耕真 

(東京都品川区 京陽小) 

高牟礼 楓 

(広島市 戸坂小) 

深井 奏真 

(宝塚市 西山小) 

山本 和佐 

(刈谷市 双葉小) 

小2 

 84人 

寺村 旺恭 

(東京都目黒区 下目黒小) 

鈴木 和空 

(金沢市 金石町小) 

伊藤 千智 

(弥富市 弥生小) 

安斎 美緒 

(尼崎市 上坂部小) 

小1 

83人 

在國寺 晴太 

(調布市 飛田給小) 

成田 晴岳 

(東浦町 片葩小) 

山田 桜斗 

(岡崎市 大門小) 

大澤 虹 

(いなべ市 石榑小) 
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2 イオンモールこども将棋王決定戦2021中部エリア大会が開催 
令和3年8月1日(日)、イオンモール常滑のイ

オンホールにて、イオンモールこども将棋王

決定戦2021中部エリア大会が開催されました。 

主催はイオンモール株式会社、共催は（一

社）天童市観光物産協会で、日本将棋連盟東

海普及連合会は大会運営にあたりました。 

大会は、初級クラス・中級クラス・上級ク

ラスの3クラスで、いずれも事前申し込み制で

した。 

大会実施にあたっては、アクリル板の設置、

対局終了後には、盤・駒の消毒を実施するな

どコロナ感染対策の徹底が図られました。 

開会式等には、リモートで、平藤眞吾七段が参加しました。平藤七段には、上級クラス

決勝戦をリモート解説も行われました。 

上級クラスの優勝者・準優勝者の2名は、令和3年10月10日に天童市で開催される全国大

会に出場します。 

 優勝 準優勝 第三位 第四位 

上級 

16名 

朝比奈 潤 

(静岡市伝馬小4) 

松村 天歩 

(大津市平野小6) 

鈴木 祐一 

(浜松市県居小5) 

田代 悠晴 

(岡崎市岡崎小5) 

中級 

16名 

佐原 志依 

(浜松市北浜北小3) 

豊田 一心 

(尾張旭市城山小5) 

濱口 峻大 

(春日井市勝川小5) 

氷上 倫太郎 

(日進市北小5) 

初級 

15名 

金城 匠馬 

(知多市佐布里小3) 

本村 豪輝 

(刈谷市かりがね小5)

佐原 向 

(浜松市北浜北小1) 

江頭 咲奈 

(日進市南小4) 

 

3 第6期叡王戦の第3局、第4局が名古屋市内で開催 
豊島将之叡王に藤井聡太二冠が挑戦してい

る第6期叡王戦の第3局、第4局が名古屋市内で

開催されました。また、大盤解説会もそれぞ

れ開催されました。 

第3局は令和3年8月9日(月)に名古屋市東区

の「か茂免」で行われ、藤井二冠が勝利し、2

勝1敗でタイトル奪取に王手をかけました。 

その大盤解説会は、名古屋市中区の名古屋

観光ホテルで行われました。 

また、第4局は8月22日(日)名古屋市東区の

名古屋東急ホテルで行われ、豊島叡王が勝利

し、2勝2敗のタイに戻しました。 

その大盤解説会は、名古屋市千種区の名古屋市中小企業振興会館で行われました。 

大盤解説会はいずれも事前申込制で行われました。第3局では解説者は中村太地七段、

聞き手は山根ことみ女流二段、第4局では、解説者は木村一基九段、聞き手は脇田菜々子

女流初段が務めました。 

対局終了後には、いずれも両対局者が登壇し、会場は大いに盛り上がりました。 

最終決着の大注目となる第5局は、9月13日(月)に東京将棋会館で行われます。 
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4 藤井聡太王位が王位戦初防衛 
令和3年8月24～25日に行われた「お～いお茶杯第62期王位戦」第5局で、藤井聡太王位

が、挑戦者の豊島将之竜王・叡王を破り、4勝1敗で王位の初防衛を果たしました。7月の

棋聖防衛に続く連続防衛で二冠を堅持しました。 

両者は王位戦、叡王戦で連続してタイトル戦で対戦しており、愛知県出身者同士のタイ

トル戦は、夢のような出来事ですが、厳しい勝負の世界を見るということでもあります。

今後とも両者の奮闘をますます期待します。 

こうした中、9月13日(月)に叡王戦第5局が行われます。ここまで2勝2敗のタイで、豊島

叡王は防衛を果たして二冠の維持を、藤井二冠はタイトルを奪取して史上最年少の三冠を

目指すという大注目の対戦となります。 

 

【東海普及連合会及び愛知県支部連合会の日程】 

1.  9月12日(日) 名古屋城こども王位戦表彰式 延期 

2. 10月17日(日) 全国支部将棋対抗戦代替大会（北陸・東海ブロック大会） 

3. 11月 3日(水･祝) 将棋日本シリーズＪＴプロ公式戦／テーブルマークこども大会 

4. 11月 6日(土) 瀬戸こども将棋大会 

5. 11月21日(日) 名城大学杯将棋大会 

 

会報の配信をご希望の方は東海普及連合会事務所までご連絡ください。 

東海普及連合会のサイト（http://shogitokai.sakura.ne.jp/）からダウンロードしてい

ただくこともできます。 

東海普及連合会、愛知県支部連合会へのご意見がございましたら遠慮なくご連絡ください。 

 

東海普及連合会事務所 

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目12番21号第2栄スカイタウン4A 

電話 052-253-9441 FAX 052-253-9442 E-mail shogi_tokai@ybb.ne.jp 


