
　

こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより

おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。

2010年９月23日　さいたま市民剣道大会2010年９月23日　さいたま市民剣道大会2010年９月23日　さいたま市民剣道大会2010年９月23日　さいたま市民剣道大会

ずら～っと並んだ賞状！！ずら～っと並んだ賞状！！ずら～っと並んだ賞状！！ずら～っと並んだ賞状！！
今年もみんながんばりました！！今年もみんながんばりました！！今年もみんながんばりました！！今年もみんながんばりました！！
（アレ？周平くんったら、控えめなんだから～(#^.^#)）（アレ？周平くんったら、控えめなんだから～(#^.^#)）（アレ？周平くんったら、控えめなんだから～(#^.^#)）（アレ？周平くんったら、控えめなんだから～(#^.^#)）
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今月のことば今月のことば今月のことば今月のことば おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より

　あんなに暑かったのが嘘のように涼しくなりました。稽古日和です。
夏に鍛えた力をさらに確固たるものにするため、これからも集中して激しく稽古をしていきましょう。

　さて、まずは２３日に行われたさいたま市民剣道大会ですね。今年も駒剣士は大活躍でした。優勝者
が多くなったことは特筆すべきことでしょう。２位、３位になることももちろん簡単ではありませんが、最
後まで誰にも負けずに勝ちきるのは、体力、技術に加えて強い精神力が必要となります。正しい剣道を
しながら、優勝できる者が会から多く出てきたということは、稽古の方向性に間違いがないということだ
と思います。それが目的ではありませんが、大きな励み、盛り上がりになっています。
　昨年のこまけんだより１０月号の「今月のことば」です。『序盤戦、３年生の第１ブロックで、北嶋選手、
真砂智選手、本田選手がみんな次勝てば入賞というところで相次いで敗れたのは残念でした。駒剣同
士の対決を期待していただけに・・・』　１年経ってこの３選手が全員優勝しました。４年生男子は３つの
ブロックがありましたが、３人がそれぞれに分かれて全員が頂点に立ちました。まして、第２ブロックの
決勝は、北嶋選手対新井選手の駒剣対決。長い延長戦に及ぶ激闘となりました。新井パパさんは、記
録係をしながら試合中ずっと泣いていたそうです。息子の公式戦を初めて観戦したということもあったよ
うですが、駒剣士みんなが一つ一つの試合に一生懸命だったことに感極まったようです。学年の全部
門を制覇したというのはすごいことだと思います。４年生は女子の部でも、山﨑選手が３位入賞しまし
た。
　５年生は、森選手が昨年に続いて２連覇達成です。本人は試合前、「緊張するー！」と言っていました
が、堂々とした試合ぶりでした。松本選手も優勝。彼は本当によく稽古していますので、順当な結果で
あると思います。
　６年生は、キャプテン中牟田選手が準優勝、渡辺副キャプテンが３位と見事に入賞。上級生の力強さ
を見せてくれました。６年生になると、小学生には見えないような大きい子がいますが、剣道は大きい
子が必ずしも強い、有利であるということはないですね。運動神経のあるなしも含めて、そういうもの以
上に、こつこつ稽古することが大事であることを、駒剣士が証明してくれていたように見えました。

　ＯＢ・OGの先輩方も大勢参加していました。入賞者が多いのもうれしいですが、剣道を続けてくれて
いる者が多く、こういう機会に成長ぶりを見られることが何よりです。
　中学校の部で、松尾先輩、平島先輩、高橋先輩が優勝、野口先輩、山﨑先輩が準優勝、石田先輩、
細谷先輩、神嵜先輩、真砂先輩、吉田先輩、野村先輩が３位入賞。高校の部では、稲森先輩が優勝、
本荘先輩が３位入賞。今年も星やん先生が、ニコニコ顔で賞状にたくさんの駒剣士の名前を書いてくだ
さいました。

　もちろん入賞者だけががんばったわけではありません。今回がデビュー戦となる新人君たちもがんば
りました。大きな声を出しながら、前へ前へと戦ってデビュー戦を飾った選手もいました。立派なことで
す。初戦で負けちゃってもこの経験は次回に活かされます。順番を待っているときのドキドキや、負けた
ときの悔しい気持ちは、試合に出ないと味わえないものです。稽古を積んでいけば、今回優勝した選手
のようになれるんです。がんばりましょう！

　今回は、選手だけでなく、剣道をされない保護者の方にも選手の記録係兼お手伝いとして御活躍い
ただきました。子どもの感想を読むと、大変心強くありがたかったようです。しっかりコメントも書いてい
ただきました。ありがとうございました。

　１１日に行われた前期級審査会では、基本に忠実なしっかりした立合いができており、
受審者全員が進級しました。引き続きの精進を！また、この後も、「北区剣道大会」
「埼玉県剣道大会　少年の部」「鳩ヶ谷市秋季剣道大会」と試合が続きます。
目標を持ち楽しんで稽古していきましょう。
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９月２日（木）　古澤先生・尾島先生
　　　　・級審査や試合に向けて、着装・所作・残心を意識するようにお話がありました。
　　　　・基本稽古の後、上の３つの点がきちんとできているかをふまえた総合的な試合をしました。
　　　　・心構えや気構えが感じられ、キレのある稽古ができました。
９月４日(土)　　菅原先生・木村先生・尾島先生
　　　　・大変暑い中、大勢の参加で気合に溢れていました。
　　　　・来週の昇段審査に向けての稽古をしました。皆さん頑張ってください。
　　　　・平田先輩と田中先輩が来てくださいました。
９月９日(木)　　近藤先生・尾島先生
　　　　・今日は見取りの人が多かったです。運動会の練習などで疲れやすく、ケガも多くなります。
　　　　　体調管理に気をつけましょう。
９月１１日(土)　菅原先生・本荘先生・木村先生
　　　　・昇段審査会・・・見事に全員が昇級しました。おめでとうございます！
９月１６日(木)　本荘先生・尾島先生
　　　　・始めから大きな声が出て、試合前らしく気合の入った練習ができました。
９月１８日(土)　本荘先生・木村先生・尾島先生
　　　　・試合前、最後の稽古なので気合いが入っていました。
　　　　・試合当日は①着装　②礼式　③気合い　④残心に留意しましょう。（木村先生より）
９月２３日(木・祝）
　　　　　さいたま市体育大会剣道大会（さいたま市記念総合体育館にて）
９月２５日(土）
　　　　　稽古休み
９月３０日(木)　尾島先生・渡邊（順）先生・本荘先生
　　　　・先週の試合後、初めての稽古、たくさんの人が出席していました。
　　　　・練習試合ではよく声も出ていました。

本荘先生・お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m

9月のお当番さんノートの感想より9月のお当番さんノートの感想より9月のお当番さんノートの感想より9月のお当番さんノートの感想より

菅原先生　入院そして退院

　９月１１日の級審査会にはお元気だった菅原先生が、数日後の１７日に入院されました。かねてから
立ちくらみなどがするので、ご自分で車を運転し病院にいって診察を受けたところ、即入院！といわ
れてしまったそうです。心臓の調子が悪くなっていたとのことで、検査のあと、手術を受けられて２９日
に無事退院。現在ペースメーカーをつけてご自宅で療養中です。入院前に、座ったり立ったりするの
が辛かったのも、心臓の調子が悪かったため血流に問題があったそうで、今は足のむくみ等もなく以
前よりお元気であるとのことです。
　とはいえ、手術した場所が心臓ですから、ゆっくり休んでいただき、お元気になられたらまた道場に
おいでいただきたいですね。突然の入院と手術には大変驚きましたが、結果的には、早めにご自分
で病院へ行かれたので、大事にならずよかったと思いました。

　菅原先生は、２３日の大会でのみんなのがんばりを大変喜んでおられました。試合当日会場に行け
なかったことを何より残念がっていらっしゃいました。次の機会に、またいいところをお見せできるよう
に、みんなで精進していきましょう。
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さいたま市民剣道大会　試合結果さいたま市民剣道大会　試合結果さいたま市民剣道大会　試合結果さいたま市民剣道大会　試合結果

權田陽樹くん權田陽樹くん權田陽樹くん權田陽樹くん
　不戦勝 －　　　　長谷川（鷲山）
　　　メメ　－　　　　菱沼（西浦和）　 　積極的に技を出して、リズムよく勝ちました。
　　　　　　－判定　佐々木（一心館）　少し待ちというか、受身になりがちでした。返し技や抜き技を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねらっているのかな？と思いましたが、先々で技を出してこそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　返し技が活きます。しかし最後まで気合が入っていて良かったです。

　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・２回勝ったこと！本人の感想　「良かった所・・・２回勝ったこと！本人の感想　「良かった所・・・２回勝ったこと！本人の感想　「良かった所・・・２回勝ったこと！
　　　　　　　　　　残念だった所・・・応じ技しか出せなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・応じ技しか出せなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・応じ技しか出せなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・応じ技しか出せなかった。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本田君が優勝した！」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本田君が優勝した！」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本田君が優勝した！」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本田君が優勝した！」

篠田耕太くん篠田耕太くん篠田耕太くん篠田耕太くん
　　　　　　－メコ  　鈴木（大宮武蔵）　自分から技を出そうと頑張っていました。居ついたところを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２本、残念でした。
　
　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早おきができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早おきができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早おきができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早おきができた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・だい一しあいでまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・だい一しあいでまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・だい一しあいでまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・だい一しあいでまけた。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまつ田くんがおかしのむりょうサービス」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまつ田くんがおかしのむりょうサービス」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまつ田くんがおかしのむりょうサービス」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまつ田くんがおかしのむりょうサービス」

長谷部颯汰くん長谷部颯汰くん長谷部颯汰くん長谷部颯汰くん
　　　　　　－メ　　 山田（埼玉田島）　　少し止まった所を引きメンを打たれる。もっと声を出して前に出ると
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 良かったです。技を出そうとする気持ちは○でした！
　
　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをたくさんたべた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをたくさんたべた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをたくさんたべた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをたくさんたべた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・一し合目でまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・一し合目でまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・一し合目でまけた。　　　　　　　　　　残念だった所・・・一し合目でまけた。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・すばやい動きをしていた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・すばやい動きをしていた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・すばやい動きをしていた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・すばやい動きをしていた。」

真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－（延長）メ   戸塚（槻の森）　 延長開始後、ちょっと下がったところにメンを打たれた。相手が大きかった
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので少しやりにくそうでした。積極的に技が出ていて内容は良かったと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　思います。
　
　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早起きできた。　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早起きできた。　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早起きできた。　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・早起きできた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・ちょうしがわるかったので、１かいせんまけした。　　　　　　　　　　残念だった所・・・ちょうしがわるかったので、１かいせんまけした。　　　　　　　　　　残念だった所・・・ちょうしがわるかったので、１かいせんまけした。　　　　　　　　　　残念だった所・・・ちょうしがわるかったので、１かいせんまけした。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・みんなおうえんしてくれた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・みんなおうえんしてくれた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・みんなおうえんしてくれた。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・みんなおうえんしてくれた。」

今年は入賞者がいっぱいです！すごかった！！
試合結果とコメント、選手や応援の人の感想もいただきました。
先生がたをはじめ、ご協力くださった成人会員さんや保護者のみなさん、
選手と応援のみなさん、ありがとうございましたm(_ _)m　３年生　３年生　３年生　３年生
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新井駿太くん新井駿太くん新井駿太くん新井駿太くん
　　　　　メコ  －　　　　　 久保（片柳）　 　　 間合いに入ってしっかり打てて決まった。
　　　　　メメ　－　　　　　 町田（大宮武蔵）　１本目はラッキーな判定。まっすぐ打って入りました。
　　　　  　 コ　－　　　 　　松田（東大宮）　　 くっついてきてやりにくい相手だったが、終了間際に決まった。
　　　 　　 　　－（延）コ　北嶋（駒場）　　　　 最後は気持ちの差になります。大きな財産になりました。

　　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・大きい声も出し、２位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・大きい声も出し、２位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・大きい声も出し、２位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・大きい声も出し、２位になれたこと。
　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・けっしょうで、きたじまくんにまけたこと。」　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・けっしょうで、きたじまくんにまけたこと。」　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・けっしょうで、きたじまくんにまけたこと。」　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・けっしょうで、きたじまくんにまけたこと。」

有田好さん有田好さん有田好さん有田好さん
　　　　メメ－　　　　奥田（一心館）　残心があれば一本になるのがあり、もったいない。
　不戦勝 －　　　　菅（本郷）
　　　　　　－メメ　　高橋（和土剣）　高橋選手の気合、技が上だったかな･･･。頑張りました！！
　
　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・きょ年より１しあいおおくかてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・きょ年より１しあいおおくかてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・きょ年より１しあいおおくかてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・きょ年より１しあいおおくかてた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・あやかちゃんとしあいができなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・あやかちゃんとしあいができなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・あやかちゃんとしあいができなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・あやかちゃんとしあいができなかった。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・あやかちゃんが３位になった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・あやかちゃんが３位になった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・あやかちゃんが３位になった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・あやかちゃんが３位になった。」

大西弘泰くん大西弘泰くん大西弘泰くん大西弘泰くん
　　　　　△－メメ　　 山田（片柳）　　元気はあったがもう少し相手を良く見て試合をしたほうが良いと思う。
　
　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・みんなのおうえんができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・みんなのおうえんができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・みんなのおうえんができた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・みんなのおうえんができた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・大きいこえはだせたけれど、わざはきれいに入らなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・大きいこえはだせたけれど、わざはきれいに入らなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・大きいこえはだせたけれど、わざはきれいに入らなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・大きいこえはだせたけれど、わざはきれいに入らなかった。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんのこてがきれいに入った。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんのこてがきれいに入った。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんのこてがきれいに入った。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんのこてがきれいに入った。」

北嶋柊一くん北嶋柊一くん北嶋柊一くん北嶋柊一くん
　　　　　　　　　ド△－　　   高田（大宮武蔵）　　落ち着いて相手をよく見ていた。終盤に飛び込んで見事な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胴が決まりました。
　　　　　　コ△－　　　 佐藤（一心館）　　　 相手の圧力がすごかったが、耐えて耐えて決めた。
　　　　　　コメ －メ　　 浜本（埼玉田島） 　 よく動いた。先にとられたが、引き小手で取り返し、面抜き面で
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見事に逆転。
　　　　　　　 コ－　 　　上栗（片柳）　　　　 集中がきれずに攻め続けた。感動。
 　　　 （延）コ△－　　　 新井（駒場）　　　　 今日のキレは抜群。同門死闘延長５分以上！見ていて涙が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止まらなかった。

　　　　　　　　　　　　　　 本人の感想　「良かった所・・・ゆう勝できたところ。　　　　　　　　　　　　　　 本人の感想　「良かった所・・・ゆう勝できたところ。　　　　　　　　　　　　　　 本人の感想　「良かった所・・・ゆう勝できたところ。　　　　　　　　　　　　　　 本人の感想　「良かった所・・・ゆう勝できたところ。
　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・あまり２本がちができなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・あまり２本がちができなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・あまり２本がちができなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・あまり２本がちができなかったところ。
　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・ゆう勝していた人たち。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・ゆう勝していた人たち。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・ゆう勝していた人たち。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・ゆう勝していた人たち。」

本城通明くん本城通明くん本城通明くん本城通明くん
　　　　　　－メ　　 松本（大宮武蔵）　　堂々の試合ぶり。よく攻めていた。惜しい面が何本も。
　
　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・めんがちゃんとうてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・めんがちゃんとうてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・めんがちゃんとうてた。　 　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・めんがちゃんとうてた。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・技がいっぱいだせなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・技がいっぱいだせなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・技がいっぱいだせなかった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・技がいっぱいだせなかった。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・おかしをくれた（西村・歩）。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・おかしをくれた（西村・歩）。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・おかしをくれた（西村・歩）。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・おかしをくれた（西村・歩）。」

４年生４年生４年生４年生

　 ２位入賞２位入賞２位入賞２位入賞
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

　優　勝　優　勝　優　勝　優　勝
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

【準決勝】
【決勝】

【準決勝】

【決勝】
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本田青一郎くん本田青一郎くん本田青一郎くん本田青一郎くん
　　不戦勝 －　　　 斎藤（鷲山）
　　　　 ココ－　　　 大井（埼玉田島）　　くっついてくる相手に落ち着いて対戦。お見事。
　　　　 メメ －  　　 田村（一心館）　　　 よく見て鋭い面２本。難敵に圧勝。
　　　　　コ　－　　　 小黒（中尾）　　　　 ぐいぐい押してくる力強い相手でしたが、危なげなく。
　　　　　メ　－　　　 山下（輝誠）　　　　 今日１番目立っていた相手。延長でみごとな引き面。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相手によって戦う技術はスゴイ。

　 　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・ゆうしょう出来て、決勝の強かった相手に勝てた。本人の感想　「良かった所・・・ゆうしょう出来て、決勝の強かった相手に勝てた。本人の感想　「良かった所・・・ゆうしょう出来て、決勝の強かった相手に勝てた。本人の感想　「良かった所・・・ゆうしょう出来て、決勝の強かった相手に勝てた。
　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・相手の迫力で声が出せなかった。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・相手の迫力で声が出せなかった。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・相手の迫力で声が出せなかった。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・相手の迫力で声が出せなかった。
　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝の相手が速かった。」　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝の相手が速かった。」　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝の相手が速かった。」　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝の相手が速かった。」

真砂智くん真砂智くん真砂智くん真砂智くん
　　　　　　　　　　　　　　　　コ△ －　　　 黒田（鷲山）　　　　タイミングの良い素晴らしい小手だった。動きも速く、とても良かっ
た。
　　　　  ドコ －　　　 小島（埼玉田島）　出ばなの見事な胴。素晴らしい試合だった。
　　　　  ココ －  　　 高橋（天馬）　　　 出小手がさえている。文句の言いようのない小手２本だった。
　　　　 　メ 　－　　　 堤（大宮武蔵）　　相手が小さかったので出小手を出しあぐねていたようだが、スキを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とらえた面が決まった。素晴らしい。

　 　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・足をしっかりうごかした。　 　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・足をしっかりうごかした。　 　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・足をしっかりうごかした。　 　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・足をしっかりうごかした。
　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・間合いをしっかりとれなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・間合いをしっかりとれなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・間合いをしっかりとれなかったところ。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・間合いをしっかりとれなかったところ。
　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・間合いをしっかりとれていたし、声をしっかり　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・間合いをしっかりとれていたし、声をしっかり　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・間合いをしっかりとれていたし、声をしっかり　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・間合いをしっかりとれていたし、声をしっかり
　　　　　　　　　　　　　　出していた。」　　　　　　　　　　　　　　出していた。」　　　　　　　　　　　　　　出していた。」　　　　　　　　　　　　　　出していた。」

三浦柊くん三浦柊くん三浦柊くん三浦柊くん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－メ　　 鈴木（鷲山）　　竹刀がよく振れていない。出小手をしっかり振れば、面は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当たらなかったと思う。
　
　 本人の感想　「良かった所・・・あまりないです。　 本人の感想　「良かった所・・・あまりないです。　 本人の感想　「良かった所・・・あまりないです。　 本人の感想　「良かった所・・・あまりないです。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・第１しあい第１コート第１回せん、４年生で１番目のはいたい・・・　　　　　　　　　　残念だった所・・・第１しあい第１コート第１回せん、４年生で１番目のはいたい・・・　　　　　　　　　　残念だった所・・・第１しあい第１コート第１回せん、４年生で１番目のはいたい・・・　　　　　　　　　　残念だった所・・・第１しあい第１コート第１回せん、４年生で１番目のはいたい・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ずくし！？）でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ずくし！？）でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ずくし！？）でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１ずくし！？）でした。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・アメをくれた小松田くんとわきたくんにかんしゃ、かんしゃ。　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・アメをくれた小松田くんとわきたくんにかんしゃ、かんしゃ。　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・アメをくれた小松田くんとわきたくんにかんしゃ、かんしゃ。　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・アメをくれた小松田くんとわきたくんにかんしゃ、かんしゃ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうがんきょうをかしてくれただれかにかんしゃです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうがんきょうをかしてくれただれかにかんしゃです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうがんきょうをかしてくれただれかにかんしゃです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうがんきょうをかしてくれただれかにかんしゃです。」

森田将彰くん森田将彰くん森田将彰くん森田将彰くん
　　　　　　－メメ　　 山下（輝誠）　　よく頑張りました。堂々としていました。強い相手でしたが思いっきり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 できました。次は勝つ！
　　　　
　 本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをしっかり食べた。きちんと打った。　 本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをしっかり食べた。きちんと打った。　 本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをしっかり食べた。きちんと打った。　 本人の感想　「良かった所・・・朝ごはんをしっかり食べた。きちんと打った。
　　　　　　　　　　残念だった所・・・場外に出てしまった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・場外に出てしまった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・場外に出てしまった。　　　　　　　　　　残念だった所・・・場外に出てしまった。
　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本城くんの面はすごかった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本城くんの面はすごかった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本城くんの面はすごかった。」　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・本城くんの面はすごかった。」

　　優　勝　　優　勝　　優　勝　　優　勝
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

【準決勝】

【決勝】

【準決勝】

【決勝】

　　優　勝　　優　勝　　優　勝　　優　勝
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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山﨑彩香さん山﨑彩香さん山﨑彩香さん山﨑彩香さん
　　　　メメ－　　　　 斎藤（美園）　　技もきれいに決まり早い試合でした。
　　　　メメ－　　　　 室井（鷲山）　　気合も技も立派でした。
　　　　　　－メメ　　 高橋（和土剣） 頭をかしげてしまったところを横面を打ち込まれてしまった。
　
　 　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・３位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・３位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・３位になれたこと。本人の感想　「良かった所・・・３位になれたこと。
　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・きんちょうして、足があまりうごかなかったこと。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・きんちょうして、足があまりうごかなかったこと。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・きんちょうして、足があまりうごかなかったこと。　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・きんちょうして、足があまりうごかなかったこと。
　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・試合をやらない人がおうえんしてくれた。　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・試合をやらない人がおうえんしてくれた。　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・試合をやらない人がおうえんしてくれた。　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・試合をやらない人がおうえんしてくれた。
　　　　　　　　　　　　　有田さんのお母さんが私がかったとき、いっしょによろこんでくれた。」　　　　　　　　　　　　　有田さんのお母さんが私がかったとき、いっしょによろこんでくれた。」　　　　　　　　　　　　　有田さんのお母さんが私がかったとき、いっしょによろこんでくれた。」　　　　　　　　　　　　　有田さんのお母さんが私がかったとき、いっしょによろこんでくれた。」

近藤恵人くん近藤恵人くん近藤恵人くん近藤恵人くん
　　　　　　　　－（延長）メ　　谷中（本郷）　惜しい試合でした。がんばって、がんばって攻めいていました。

本人の感想　「良かった所・・・きんちょうしなかったこと。本人の感想　「良かった所・・・きんちょうしなかったこと。本人の感想　「良かった所・・・きんちょうしなかったこと。本人の感想　「良かった所・・・きんちょうしなかったこと。
　　　　　　　　　残念だった所・・・声を大きく出せなかった。　　　　　　　　　残念だった所・・・声を大きく出せなかった。　　　　　　　　　残念だった所・・・声を大きく出せなかった。　　　　　　　　　残念だった所・・・声を大きく出せなかった。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君や本荘くんがおうえんしていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君や本荘くんがおうえんしていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君や本荘くんがおうえんしていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君や本荘くんがおうえんしていた。」
　　　　

清水宗一郎くん清水宗一郎くん清水宗一郎くん清水宗一郎くん
　　　　　　　－ド　小松（大宮武蔵）　相手が接近戦になりたがるタイプで苦戦しました。

本人の感想　「良かった所・・・声を出せた。なるべくせめることができた。本人の感想　「良かった所・・・声を出せた。なるべくせめることができた。本人の感想　「良かった所・・・声を出せた。なるべくせめることができた。本人の感想　「良かった所・・・声を出せた。なるべくせめることができた。
　　　　　　　　　残念だった所・・・相手に一本取られた。　　　　　　　　　残念だった所・・・相手に一本取られた。　　　　　　　　　残念だった所・・・相手に一本取られた。　　　　　　　　　残念だった所・・・相手に一本取られた。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手がすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手がすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手がすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手がすごかった。」

須山舜太くん須山舜太くん須山舜太くん須山舜太くん
　　　不戦勝 －　　　　斎藤（本郷）
　　　不戦勝 －　　　　工藤（大宮西警）
　　　　　　　　－メメ　　真中（慈恩寺）　常に相手側のエリアで試合をし、さがらなかったのは立派。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飛び込み面を２本決められたが、相手の打ちに対する反応を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　速くすることが課題。

本人の感想　「良かった所・・・２回戦までふせんしょうで、３回せんめのしあいは、本人の感想　「良かった所・・・２回戦までふせんしょうで、３回せんめのしあいは、本人の感想　「良かった所・・・２回戦までふせんしょうで、３回せんめのしあいは、本人の感想　「良かった所・・・２回戦までふせんしょうで、３回せんめのしあいは、
　　　　　　　　　はずみで大きい声が出た。ベスト８？？？　　　　　　　　　はずみで大きい声が出た。ベスト８？？？　　　　　　　　　はずみで大きい声が出た。ベスト８？？？　　　　　　　　　はずみで大きい声が出た。ベスト８？？？
　　　　　　　　　残念だった所・・・勝ったのはふせんしょうだけだった。　　　　　　　　　残念だった所・・・勝ったのはふせんしょうだけだった。　　　　　　　　　残念だった所・・・勝ったのはふせんしょうだけだった。　　　　　　　　　残念だった所・・・勝ったのはふせんしょうだけだった。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・３回戦の相手のめんがすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・３回戦の相手のめんがすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・３回戦の相手のめんがすごかった。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・３回戦の相手のめんがすごかった。」

本荘日向くん本荘日向くん本荘日向くん本荘日向くん
　　　　　ドメ －　　　 川瀬（鷲山） 開始早々の胴でちょっとびっくり。しっかり攻めて２本目見事な面でした。
　　　　　ドメ －　　   大山（埼玉田島） 見事な胴。面で攻めて相手をよく見ていました。２本目のひき面も見
事。
　　　　　　　 －メ　　 安村（緑の風） お互いに一歩も譲らない試合でした。惜しい。

本人の感想　「良かった所・・・３回戦までいったところ。本人の感想　「良かった所・・・３回戦までいったところ。本人の感想　「良かった所・・・３回戦までいったところ。本人の感想　「良かった所・・・３回戦までいったところ。
　　　　　　　　　残念だった所・・・安村くんに負けた。　　　　　　　　　残念だった所・・・安村くんに負けた。　　　　　　　　　残念だった所・・・安村くんに負けた。　　　　　　　　　残念だった所・・・安村くんに負けた。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君が優勝した。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君が優勝した。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君が優勝した。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君が優勝した。」

 

　

　

５年生５年生５年生５年生

　３位入賞　３位入賞　３位入賞　３位入賞
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

【準決勝】
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佐々木涼太くん佐々木涼太くん佐々木涼太くん佐々木涼太くん
　　　　　　　△　－　メメ　　長谷川（大宮中央）　攻めていたのですが、相手のリズムにはまってしまいました。
　
本人の感想　「良かった所・・・全くありません。本人の感想　「良かった所・・・全くありません。本人の感想　「良かった所・・・全くありません。本人の感想　「良かった所・・・全くありません。
　　　　　　　　　残念だった所・・・攻めが単調になって１回戦で２本負けしてしまったことです。　　　　　　　　　残念だった所・・・攻めが単調になって１回戦で２本負けしてしまったことです。　　　　　　　　　残念だった所・・・攻めが単調になって１回戦で２本負けしてしまったことです。　　　　　　　　　残念だった所・・・攻めが単調になって１回戦で２本負けしてしまったことです。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・駒剣のみんなが優勝したり入賞していたところです。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・駒剣のみんなが優勝したり入賞していたところです。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・駒剣のみんなが優勝したり入賞していたところです。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・駒剣のみんなが優勝したり入賞していたところです。」

　６年生　６年生　６年生　６年生

松本駿平くん松本駿平くん松本駿平くん松本駿平くん
　　  不戦勝－ 　　関根（内野本郷）
　　　　　 メメ－ 　　斎藤（美園）　 　 落ち着きつつも常に相手の先をとる試合ぶり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　決めたのは２本とも引き面。相手の気が抜けたところを見事にとらえ
た。
　　　　 判定－ 　　桜井（大宮中央）得意の面に対し、抜き胴を狙われ、やや出足を封じられてしまった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しかし、打ちの美しさは数段上で文句なしの旗３本判定勝ち。
　　　　　 メ　－ 　　梓（三室）　 　　　序盤から惜しい飛び込み面を連発。しばらく後に出ばな面を決める。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危なげのない試合ぶりだった。
　　　　　 メ －　　  小松（大宮武蔵）相手は１回戦で清水君を倒した相手。さすがに動きが良いが、小手に
来た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ところを大きくすばやく抜いて面が決まりそのまま一本勝ち。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終始落ち着いた試合運びで立派だった。出ばな小手をもっと正確に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　打てるようになれば、もっと強くなる。

　　　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・さいたま市体育大会剣道大会ではじめて１位に本人の感想　「良かった所・・・さいたま市体育大会剣道大会ではじめて１位に本人の感想　「良かった所・・・さいたま市体育大会剣道大会ではじめて１位に本人の感想　「良かった所・・・さいたま市体育大会剣道大会ではじめて１位に
　　　　　　　　　　　　　　なれたこと。残念だった所・・・大きな声があまり出せなかったこと。　　　　　　　　　　　　　　なれたこと。残念だった所・・・大きな声があまり出せなかったこと。　　　　　　　　　　　　　　なれたこと。残念だった所・・・大きな声があまり出せなかったこと。　　　　　　　　　　　　　　なれたこと。残念だった所・・・大きな声があまり出せなかったこと。
　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手はすごかった。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手はすごかった。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手はすごかった。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・森君の小手はすごかった。」

森渉くん森渉くん森渉くん森渉くん
　　　　　　メメ－　　　　渡辺（鷲山）　　　 開始早々、立て続けに面２本。絶好調。
　 　　不戦勝－　　　　宮本（埼玉田島）
　　　　　　メメ－　　　　長嶋（剣真会）　　あっという間の面２本でした。
　　　　　　コメ－　　　　石塚（三室）　　　序盤から激しい打ち合いでしたが、小手をうまく使って２本勝ち。
　　　　 　コ△－　　　　増山（慈恩寺）　見事な優勝おめでとう。戦った試合は全て２本勝ちで完勝！

　　　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・優勝出来て良かった。本人の感想　「良かった所・・・優勝出来て良かった。本人の感想　「良かった所・・・優勝出来て良かった。本人の感想　「良かった所・・・優勝出来て良かった。
　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・弁当を忘れた。手をけがした。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・弁当を忘れた。手をけがした。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・弁当を忘れた。手をけがした。　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・弁当を忘れた。手をけがした。
　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝戦の相手が「ありがとう」と言ってくれた。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝戦の相手が「ありがとう」と言ってくれた。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝戦の相手が「ありがとう」と言ってくれた。」　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・決勝戦の相手が「ありがとう」と言ってくれた。」

脇田脩平くん脇田脩平くん脇田脩平くん脇田脩平くん
　　　（延）判定－　　　　　藤田（大宮別所） 開始早々から積極的に攻めていました。声もすごく出てました。
　　　　　　　　 －（延）メ　 蓜島（大宮中央） 延長まで精一杯がんばりました。

　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・１試合かてた。　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・１試合かてた。　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・１試合かてた。　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・１試合かてた。
　　　　　　　　　残念だった所・・・左足が出てしまった。　　　　　　　　　残念だった所・・・左足が出てしまった。　　　　　　　　　残念だった所・・・左足が出てしまった。　　　　　　　　　残念だった所・・・左足が出てしまった。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまけんのいろんな人がゆうしょうした。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまけんのいろんな人がゆうしょうした。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまけんのいろんな人がゆうしょうした。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・こまけんのいろんな人がゆうしょうした。」

【準決勝】

【決勝】

【準決勝】

【決勝】

　　優　勝　　優　勝　　優　勝　　優　勝
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

　　優　勝　　優　勝　　優　勝　　優　勝
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん中牟田莉奈さん
　　　　　　コ－　　　　青葉（鷲山）　　　 きれいな小手が決まる。まだエンジンかかっていないかな？
コ （延）判定－　メ　　岩崎（和土剣）　　お互い気迫充分。小手を決めたがすぐ相手の面も決まって延長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となる。判定勝ち。エンジンかかる。
　　　　　コ  －　△ 　山田（天馬）
　　　　　コメ－　　　　川名（一心館）　　小手、面と次々に決まった。
　　　　 　　 －（延）メ　佐藤（一心会）　 お互い一歩も引かず延長へ。相手の面が決まってしまったが、強気の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 気持ちは負けてはいなかったぞ。お疲れサマ。準優勝おめでとう！！

　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・準優勝になったこと。　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・準優勝になったこと。　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・準優勝になったこと。　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・準優勝になったこと。
　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・もう少し技を出せばよかった。全体的によけていたので、　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・もう少し技を出せばよかった。全体的によけていたので、　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・もう少し技を出せばよかった。全体的によけていたので、　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・もう少し技を出せばよかった。全体的によけていたので、
　　　　　　　　　　　　　　自分から攻めればよかった。　　　　　　　　　　　　　　自分から攻めればよかった。　　　　　　　　　　　　　　自分から攻めればよかった。　　　　　　　　　　　　　　自分から攻めればよかった。
　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・有賀母さんがサポートしてくれました。心強かった　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・有賀母さんがサポートしてくれました。心強かった　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・有賀母さんがサポートしてくれました。心強かった　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・有賀母さんがサポートしてくれました。心強かった
　　　　　　　　　　　　　　です。ありがとうございました。」　　　　　　　　　　　　　　です。ありがとうございました。」　　　　　　　　　　　　　　です。ありがとうございました。」　　　　　　　　　　　　　　です。ありがとうございました。」

野口亮くん野口亮くん野口亮くん野口亮くん
　　　メ　－　　　　　城田（内野本郷）　面が２本きれいに入った。前に出ていてよかった。背筋をのばすと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もっとgoodです。
　　　メ　－　メコ　　橘（東大宮）　　　声も出て、面が先に決まり攻めていてよかった。前に出る練習を！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 周平先生から一声、「がんばった！！」

本人の感想　「良かった所・・・特にない。本人の感想　「良かった所・・・特にない。本人の感想　「良かった所・・・特にない。本人の感想　「良かった所・・・特にない。
　　　　　　　　　残念だった所・・・最後、小手を入れられてしまったこと。　　　　　　　　　残念だった所・・・最後、小手を入れられてしまったこと。　　　　　　　　　残念だった所・・・最後、小手を入れられてしまったこと。　　　　　　　　　残念だった所・・・最後、小手を入れられてしまったこと。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・初心者の人ががんばっていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・初心者の人ががんばっていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・初心者の人ががんばっていた。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・初心者の人ががんばっていた。」

浜野泰徳くん浜野泰徳くん浜野泰徳くん浜野泰徳くん
　　　　　－（延）判定　榎本（忠誠館）　胴がもう少しで入りそうだったので惜しかった。回りこんで動きも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よかった。

本人の感想　「良かった所・・・いつもよりも大きな声が出せた。本人の感想　「良かった所・・・いつもよりも大きな声が出せた。本人の感想　「良かった所・・・いつもよりも大きな声が出せた。本人の感想　「良かった所・・・いつもよりも大きな声が出せた。
　　　　　　　　　残念だった所・・・試合で相手におされていた。　　　　　　　　　残念だった所・・・試合で相手におされていた。　　　　　　　　　残念だった所・・・試合で相手におされていた。　　　　　　　　　残念だった所・・・試合で相手におされていた。
　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんががんばっていました。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんががんばっていました。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんががんばっていました。」　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんががんばっていました。」

渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん渡辺周平くん
　　不戦勝　－　　　 平出（本郷）
　　　　　コ   －　　　 落合（三室） 　攻めのリズムも良く、落ち着いた試合運びでした。
　　　　　メメ －　　   調（田島） 　　 立ち上がりから連続技が出て相手を押す。１本目は出ばな面。２本目は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小手から面にわたり、２分もかからず快勝。
　　　　　　　 －メメ 　関根（東大宮） 攻めていたのですが、出ばな面をうまく決められてしまいました。惜しい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　本人の感想　「良かった所・・・弁当がおいしかったです！本人の感想　「良かった所・・・弁当がおいしかったです！本人の感想　「良かった所・・・弁当がおいしかったです！本人の感想　「良かった所・・・弁当がおいしかったです！
　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・面つけがおそくなった（１０秒ぐらい）。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・面つけがおそくなった（１０秒ぐらい）。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・面つけがおそくなった（１０秒ぐらい）。　　　　　　　　　　　　　　　残念だった所・・・面つけがおそくなった（１０秒ぐらい）。
　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんが手伝いをしていた。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんが手伝いをしていた。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんが手伝いをしていた。」　　　　　　　　　　　　　　　他の人の良かった所・・・野口くんが手伝いをしていた。」
　

　 　　

【準決勝】

【決勝】

【準決勝】

　 ２位入賞２位入賞２位入賞２位入賞
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

　３位入賞　３位入賞　３位入賞　３位入賞
おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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石塚美穂さん石塚美穂さん石塚美穂さん石塚美穂さん
　　　　「良かった所・・・みんなの試合をよく見れたこと。「良かった所・・・みんなの試合をよく見れたこと。「良かった所・・・みんなの試合をよく見れたこと。「良かった所・・・みんなの試合をよく見れたこと。
　残念だった所・・・朝ねぼうした。　残念だった所・・・朝ねぼうした。　残念だった所・・・朝ねぼうした。　残念だった所・・・朝ねぼうした。
　他の人の良かった所・・・大きな声を出していた。」　他の人の良かった所・・・大きな声を出していた。」　他の人の良かった所・・・大きな声を出していた。」　他の人の良かった所・・・大きな声を出していた。」

小松田聖流くん小松田聖流くん小松田聖流くん小松田聖流くん
　「良かった所・・・早おきした。　「良かった所・・・早おきした。　「良かった所・・・早おきした。　「良かった所・・・早おきした。
　残念だった所・・・にしむらくんとあそんでしまったこと。　残念だった所・・・にしむらくんとあそんでしまったこと。　残念だった所・・・にしむらくんとあそんでしまったこと。　残念だった所・・・にしむらくんとあそんでしまったこと。
　他の人の良かった所・・・森せんぱいがゆうしょうしたこと。」　他の人の良かった所・・・森せんぱいがゆうしょうしたこと。」　他の人の良かった所・・・森せんぱいがゆうしょうしたこと。」　他の人の良かった所・・・森せんぱいがゆうしょうしたこと。」

新井（父）さん新井（父）さん新井（父）さん新井（父）さん
　　　　「良かった所・・・初めて記録係をやりました。みんながんばっていて感動しました。「良かった所・・・初めて記録係をやりました。みんながんばっていて感動しました。「良かった所・・・初めて記録係をやりました。みんながんばっていて感動しました。「良かった所・・・初めて記録係をやりました。みんながんばっていて感動しました。
　　残念だった所・・・あまりの熱戦で感動して泣いてしまったのを、大勢に見られてしまった。　　残念だった所・・・あまりの熱戦で感動して泣いてしまったのを、大勢に見られてしまった。　　残念だった所・・・あまりの熱戦で感動して泣いてしまったのを、大勢に見られてしまった。　　残念だった所・・・あまりの熱戦で感動して泣いてしまったのを、大勢に見られてしまった。
　　他の人の良かった所・・・自分意外の全員すばらしかった。」　　他の人の良かった所・・・自分意外の全員すばらしかった。」　　他の人の良かった所・・・自分意外の全員すばらしかった。」　　他の人の良かった所・・・自分意外の全員すばらしかった。」

近ママさん近ママさん近ママさん近ママさん
　　　　「良かった所・・・大きな声で応援できた。皆の一生懸命さに「良かった所・・・大きな声で応援できた。皆の一生懸命さに「良かった所・・・大きな声で応援できた。皆の一生懸命さに「良かった所・・・大きな声で応援できた。皆の一生懸命さに
                     感動しました。                     感動しました。                     感動しました。                     感動しました。
　　残念だった所・・・息子が一本取れなかったこと。」　　残念だった所・・・息子が一本取れなかったこと。」　　残念だった所・・・息子が一本取れなかったこと。」　　残念だった所・・・息子が一本取れなかったこと。」
　

松本（母）さん松本（母）さん松本（母）さん松本（母）さん
　「良かった所・・・みんな頑張ったところ！！　「良かった所・・・みんな頑張ったところ！！　「良かった所・・・みんな頑張ったところ！！　「良かった所・・・みんな頑張ったところ！！
　　残念だった所・・・あちらこちらで駒剣士が試合をやっていて、全部見られなかったところ。　　残念だった所・・・あちらこちらで駒剣士が試合をやっていて、全部見られなかったところ。　　残念だった所・・・あちらこちらで駒剣士が試合をやっていて、全部見られなかったところ。　　残念だった所・・・あちらこちらで駒剣士が試合をやっていて、全部見られなかったところ。
　　他の人の良かった所・・・權田君のくやし涙。今後、ますます強くなるだろう！!と思いました。」　　他の人の良かった所・・・權田君のくやし涙。今後、ますます強くなるだろう！!と思いました。」　　他の人の良かった所・・・權田君のくやし涙。今後、ますます強くなるだろう！!と思いました。」　　他の人の良かった所・・・權田君のくやし涙。今後、ますます強くなるだろう！!と思いました。」

MさんMさんMさんMさん
　「良かった所・・・みんな一人一人、一生懸命相手に向かって頑張っていました。素晴らしかったです。　「良かった所・・・みんな一人一人、一生懸命相手に向かって頑張っていました。素晴らしかったです。　「良かった所・・・みんな一人一人、一生懸命相手に向かって頑張っていました。素晴らしかったです。　「良かった所・・・みんな一人一人、一生懸命相手に向かって頑張っていました。素晴らしかったです。
　　残念だった所・・・息子が弁当を忘れてきました。　　残念だった所・・・息子が弁当を忘れてきました。　　残念だった所・・・息子が弁当を忘れてきました。　　残念だった所・・・息子が弁当を忘れてきました。
　　他の人の良かった所・・・權田君の泣・・・。またきっともっと強くなるゾー」　　他の人の良かった所・・・權田君の泣・・・。またきっともっと強くなるゾー」　　他の人の良かった所・・・權田君の泣・・・。またきっともっと強くなるゾー」　　他の人の良かった所・・・權田君の泣・・・。またきっともっと強くなるゾー」

野口（母）さん野口（母）さん野口（母）さん野口（母）さん
　「良かった所・・・前日から周到に準備をしていた。　「良かった所・・・前日から周到に準備をしていた。　「良かった所・・・前日から周到に準備をしていた。　「良かった所・・・前日から周到に準備をしていた。
　　残念だった所・・・延長でかなりがんばってたのに、１本取られてしまった。　　残念だった所・・・延長でかなりがんばってたのに、１本取られてしまった。　　残念だった所・・・延長でかなりがんばってたのに、１本取られてしまった。　　残念だった所・・・延長でかなりがんばってたのに、１本取られてしまった。
　　他の人の良かった所・・・今回初試合だった人たち!堂々としていました。」　　他の人の良かった所・・・今回初試合だった人たち!堂々としていました。」　　他の人の良かった所・・・今回初試合だった人たち!堂々としていました。」　　他の人の良かった所・・・今回初試合だった人たち!堂々としていました。」

浜野（母）さん浜野（母）さん浜野（母）さん浜野（母）さん
　「良かった所・・・初めて試合に出させていただき、とても緊張したと思うけれど、堂々とできた。　「良かった所・・・初めて試合に出させていただき、とても緊張したと思うけれど、堂々とできた。　「良かった所・・・初めて試合に出させていただき、とても緊張したと思うけれど、堂々とできた。　「良かった所・・・初めて試合に出させていただき、とても緊張したと思うけれど、堂々とできた。
　　　　　　　　　　　良かった。　　　　　　　　　　　良かった。　　　　　　　　　　　良かった。　　　　　　　　　　　良かった。
　　残念だった所・・・もう少し声を出して欲しかった。　　残念だった所・・・もう少し声を出して欲しかった。　　残念だった所・・・もう少し声を出して欲しかった。　　残念だった所・・・もう少し声を出して欲しかった。
　　他の人の良かった所・・・みんな力強い試合をしていたと思う。素晴らしかった。」　　他の人の良かった所・・・みんな力強い試合をしていたと思う。素晴らしかった。」　　他の人の良かった所・・・みんな力強い試合をしていたと思う。素晴らしかった。」　　他の人の良かった所・・・みんな力強い試合をしていたと思う。素晴らしかった。」

応援してくれた人たちの感想応援してくれた人たちの感想応援してくれた人たちの感想応援してくれた人たちの感想
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佐々木（母）さん佐々木（母）さん佐々木（母）さん佐々木（母）さん
　　　　「良かった所・・・朝早く起きて、着替えも準備もひとりで完璧にこなしていました。「良かった所・・・朝早く起きて、着替えも準備もひとりで完璧にこなしていました。「良かった所・・・朝早く起きて、着替えも準備もひとりで完璧にこなしていました。「良かった所・・・朝早く起きて、着替えも準備もひとりで完璧にこなしていました。
　残念だった所・・・緊張のせいか、力が入っていました。いつもの力が発揮できませんでした。　残念だった所・・・緊張のせいか、力が入っていました。いつもの力が発揮できませんでした。　残念だった所・・・緊張のせいか、力が入っていました。いつもの力が発揮できませんでした。　残念だった所・・・緊張のせいか、力が入っていました。いつもの力が発揮できませんでした。
　他の人の良かった所・・・みんな頑張っていてとても立派でした。」　他の人の良かった所・・・みんな頑張っていてとても立派でした。」　他の人の良かった所・・・みんな頑張っていてとても立派でした。」　他の人の良かった所・・・みんな頑張っていてとても立派でした。」

田村妙子さん田村妙子さん田村妙子さん田村妙子さん
　「良かった所・・・久しぶりに剣道大会に参加できて、大会の雰囲気を楽しみました。」　「良かった所・・・久しぶりに剣道大会に参加できて、大会の雰囲気を楽しみました。」　「良かった所・・・久しぶりに剣道大会に参加できて、大会の雰囲気を楽しみました。」　「良かった所・・・久しぶりに剣道大会に参加できて、大会の雰囲気を楽しみました。」

応援団１号さん応援団１号さん応援団１号さん応援団１号さん
　　　　「後援部のパパさん、ママさんがコート係などたくさんの仕事をしてくださり「後援部のパパさん、ママさんがコート係などたくさんの仕事をしてくださり「後援部のパパさん、ママさんがコート係などたくさんの仕事をしてくださり「後援部のパパさん、ママさんがコート係などたくさんの仕事をしてくださり
　　子どもたちも安心して試合に臨めたことと思います。ありがとうございました。」　　子どもたちも安心して試合に臨めたことと思います。ありがとうございました。」　　子どもたちも安心して試合に臨めたことと思います。ありがとうございました。」　　子どもたちも安心して試合に臨めたことと思います。ありがとうございました。」

脇田脩平（父）さん脇田脩平（父）さん脇田脩平（父）さん脇田脩平（父）さん
　　　　「良かった所・・・子供たちの緊張した顔、真剣な目に感動しました。「良かった所・・・子供たちの緊張した顔、真剣な目に感動しました。「良かった所・・・子供たちの緊張した顔、真剣な目に感動しました。「良かった所・・・子供たちの緊張した顔、真剣な目に感動しました。
　　残念だった所・・・ナシ。　　残念だった所・・・ナシ。　　残念だった所・・・ナシ。　　残念だった所・・・ナシ。
　　他の人の良かった所・・・剣道を学ばせてよかったと思いましたし、子供たちの試合を見て　　他の人の良かった所・・・剣道を学ばせてよかったと思いましたし、子供たちの試合を見て　　他の人の良かった所・・・剣道を学ばせてよかったと思いましたし、子供たちの試合を見て　　他の人の良かった所・・・剣道を学ばせてよかったと思いましたし、子供たちの試合を見て
　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の成長がとても楽しみです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の成長がとても楽しみです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の成長がとても楽しみです。」　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の成長がとても楽しみです。」
　

たくさんの優勝、入賞者のみなさん、すごいなあ～！！おめでとうございます！！
今大会は公式戦初デビューの人もたくさんいて、選手も応援のご家族もドキドキの一日でしたね？
みんな、堂々とそんきょして勇ましく前へ前へ出て、攻めて攻めて・・・一生懸命な姿が最高にカッコよかったです！！
一人一人、今までの稽古の成果を感じたり、これからの稽古の目標を確かめたりすることができたのではないでしょうか。
暑かった夏が終わって、さらに強くなったみんなに頼もしさを感じます～！
ご指導くださった先生方、各方面でご協力いただいた成人会員さんや保護者のみなさま、ありがとうございましたm(__)m
みなさまお疲れ様でした(^^)/
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人類最高の『発見』、『発明』は何でしょうか？人類最高の『発見』、『発明』は何でしょうか？人類最高の『発見』、『発明』は何でしょうか？人類最高の『発見』、『発明』は何でしょうか？

　世の中、毎日たくさんの発明が行われ、中には『特許』というもので、発明したものの権利が
保護される法律までありますが、特許がとれれば「物作り」の『離』の領域です。
　その中でも、良平さんがここ数年で素晴らしい発明だと思っているものは・・・

ン～どれにしようかな？？　　　　それは『青色発光ダイオード』『青色発光ダイオード』『青色発光ダイオード』『青色発光ダイオード』というものです、

ン～～なんじゃそれ！？？ン～～なんじゃそれ！？？ン～～なんじゃそれ！？？ン～～なんじゃそれ！？？と思う人は多いと思いますが、簡単に言うとLEDLEDLEDLEDです。

　LEDと聞けばピンと来る人は多いと思います、あと1年位でアナログテレビの放送が終わって
、デジタル放送に切り替わりますが、デジタル放送用のテレビはほとんどが薄型テレビですね。
　この薄型テレビに欠かせないのがLEDLEDLEDLEDです。

このLEDLEDLEDLEDのお陰で、薄型テレビは綺麗に見る事ができるのです。

何と！何と！何と！何と！何と！何と！何と！何と！　この青色発光ダイオードを発明した日本の中村さんという人は、２００億円２００億円２００億円２００億円
もの大金を会社からもらいました。２００億円もあったら何を買おうかな？･・・・
　それくらい世の中で価値があると認められる発明で、テレビの他にもこのLEDは自動車のヘッド
ライト、懐中電灯の電球、クリスマスツリーの電球、更に信号機を薄くすることにも貢献しています。

　LEDの他にもいろんな発明が世の中を便利にしています。
例えば、小学生で持っている人は少ないと思いますが、
一般に普及するようになって約１５年経つ携帯電話。
１５年前の携帯電話は今よりもずいぶん大きくて
重たくて、アンテナを引っ張り出さないとノイズが酷かったね。
もちろん、写メやメール機能なんて付いてませんでした。

　いろんな発明～改良が繰り返されて、今のように小さくて使いきれない
くらいの機能がいっぱい付いた携帯電話に進歩してきました。

　洗濯機も今ではドラム式が主流で、ボタン一つで洗濯～乾燥まで自動で出来ます。
また、車には「カーナビ」が付いているのが当り前のようになってきましたが、昔のカーナビは時々
調整しなおさないと浦和市内を走っているはずなのに、大宮市内を案内してたりしました。
　でも今では、目的地に到着すると『お疲れ様でした。』とまで言ってくれる物まであります。

　LEDに携帯電話、洗濯機もカーナビも、昔はなかったものですが、全て「あったら便利だな！」、
「あったら家事が楽になるな！」と色んな思い、希望が発明者にあったから発明されたものです。

　素晴らしい発明を数えればキリが無いですが、良平さん、『人類最高の発見、発明』は何か？
を考えてみました。
　年齢、性別、仕事等皆それぞれ生活スタイルが異なり、何が最高か？は１００人いれば１００個の
意見があると思います。１００個意見があれば、１００個全てが正解だと思います。

　そう言う前提で、良平さんは『人類最高の発見、発明』はなんでしょうか？と尋ねられたら
　最高の発見は、『火』だと思います。

良平の部屋良平の部屋良平の部屋良平の部屋

犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？犬が西向きゃ、尾は東　かな？
渡辺良平
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　今年は猛暑で熱中症でたくさんの人が亡くなってしまい、その度にニュースになっていましたが
実はロシアでは４０℃を超えた日が何日もあり、ロシア全土で約８４０箇所で猛暑が原因で山火事が
発生しました。恐ろしいことです。

しかし、普段の生活では『火』は発生するものでなく、「点ける（つける）｣ものですね。
　オール電化の進んでいる家庭以外は、ガスコンロを使っていると思います。合宿でたくさん花火
遊びをしましたが、ライターで火を点けました。タバコも大体はライターで火を点けます。

　電気自動車は別ですが、自動車は『火』が無ければ動きません。

　この『火』ですが、大昔の原始人の頃には『火を点ける』じゃなくて、
『火を起こす』でした。
木の棒を擦り合わせて、摩擦熱を利用して火を起こしました。
まさに『火を作る』作業を行ってました。
　そうして「作った火」を使用して料理をしたり、寒い時に暖まったり、
暗がりを照らす「明かり」に応用してきました。
　火がなければ、『武士の魂』の刀も作られへんで～～

　しかし、原始人よりもっともっと前の時代では『火』は火山噴火、雷、
山火事等自然発生するメチャメチャ怖いもので山や草原を焼き、場合によっては
人の命を奪うのものでしかありませんでした。

　誰が発見したのか？誰も知りませんが、『火は怖いものではなく、便利なものだ！』と発見した
メチャ！マジ！賢いヤツがいたんですね！
でも、火は水に濡れると消えることや、作ることができる事を知るまでは火が消えてしまわないよう
するのは大変だったようです。

この、『火』の発見こそが人類最高！最大！の発見だと良平さんは思います。この、『火』の発見こそが人類最高！最大！の発見だと良平さんは思います。この、『火』の発見こそが人類最高！最大！の発見だと良平さんは思います。この、『火』の発見こそが人類最高！最大！の発見だと良平さんは思います。

そして、人類最大の発明ですが、
それは来月号に回したいと思います。

　何でしょうか？　我が家の家宝のS平君は
ほとんど駒剣便りは読みませんが
今月号を読んだ人は、チョッと　
『人類最高の発明！』は何かを考えて
みて下さい。

ちなみに、駒剣の仲間で夏休みに『分解』に
挑戦した人がいることを聞きました。

本人からではなくお母さんから聞いたのですが、その話を聞いて良平さんはとても嬉しかったです。

分解＝分けて、理解するですよ！　やってみるとメチャメチャおもろい！
いつかは何か分解してみよう！

人類の歴史に残る大発明！　一番の発明は何かな～？
答えが思いついたら、良平さんにこっそり聞いてみてね！
みんなの役に立って、感謝されて、しかも大金持ちになれたらいいですよね～(#^.^#)
みんなも発明にチャレンジしてみる？
良平さん、今月も楽しいお話ありがとうございましたm(__)m
あこ先輩、かわいいイラスト３枚も！ありがとうございました(^^)/（ホントに
ホントに、どんどん上手になっていきますね～）
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　 え～、2007年１０月から始まったこのコーナーもついに４年目に突入でっす!　最初は成人会員さんたちの中で順調に
引き継がれてきたバトンが、OB・OGに渡って早くも１年が過ぎようとしています。
先月の走者、元キャプテン小林先輩からバトンを引き継いでくれたのは、西智仁先輩です！
成人会員の西さんの御長男さんで木崎中３年の聖仁先輩のお兄さん。　普段はホワ～ッとした物静かな感じで、ご飯食べる
のがすご～く遅いのに、その剣道は鋭くてキレとスピードがある先輩です。このギャップがいいですね～(*^。^*)
それでは西智仁先輩、よろしくお願いいたしま～すm(__)m

こんにちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。

小林先輩からバトンを受け取った西　智仁（兄のほう）西　智仁（兄のほう）西　智仁（兄のほう）西　智仁（兄のほう）ですですですです。
今の小学生だと、西弟をギリギリ知っているか知らないかくらいの世代だと思うので
とりあえず、簡単に自己紹介します。

進学の流れとしては
大東小→木崎中→市立浦和高校→東京電機大学工学部情報通信工学科
と進み、現在２年生です。
剣道のほうは、高校までほぼ週６回で、大学では週３回で細々と続けています。
本当に簡単ですが、自己紹介はこの辺で終わりにします。

悩んだ結果、工学系の大学の話がまだ無さそうなので、

『工学系大学で困ったこと』『工学系大学で困ったこと』『工学系大学で困ったこと』『工学系大学で困ったこと』について書きたいと思います。

まず、僕が東京電機大学に進学したきっかけは・・・
「まぁ、どちらかといえば数学好きだし～、
やっぱ今の時代、情報でしょ～」
という、なんとも情けない理由からでした。

これが地獄の始まりでした･･･。

入学して数日、ついに友達が出来ました!　その友達は工業高校出身でした。
そんな友達と食べる初めての昼食での会話。
　
　　　　　西　「やっぱりパソコンとか詳しいの?」
　　　　　友　「そうでもないよ。少しいじるくらい。」
　　　　　西　「そうなんだ～。普段どんなことに使う？」
　　　　　友　「う～ん。まぁYou Tube とか ニコニコ動画・・・」
　　　　　西　「あぁ～、俺もよく見る！　むしろそれしか使わない（笑）」
　　　　　友　「・・・とかに編集した動画投稿したら、２０万回再生されたよ。」
　　　　　西　「あっ・・・投稿する側なんだ・・・動画編集とかできるんだ・・・」
　　　　　友　「まぁ、その程度だよ」
　　　　　西　「・・・・・・」

正直、次元が違いました。　この時点で大学生活に少し不安が生じました。

TDU初代学長の丹羽保次郎は、
ファックスの生みの親。日本の
十大発明家の一人である丹羽
は、「技術は人なり」の名言を
残し、創立以来この言葉が
TDUの教育理念となっている。

東京電気大学

東京電気大学のHPより

14



さらに数日後、初めてのパソコンの授業がありました。
（ちなみに、うちには高校卒業まで家にパソコンが無く、よってパソコンスキルはゼロ）

先生は自己紹介を終えると、スクリーンに複雑なグラフなどが載ったワード文書を映しました。

　　　　　　先生　「じゃあ、このとおりにワードで作成してください。」
　　　　　　西　　「えっ・・・・・・・」

説明もナシに無理だろ！と心の中で突っ込み、周りを見回すと、
みんな当たり前のように作成していました。
（今思うと、できないほうが恥ずかしいです。）
結局、授業後に友達に教えてもらう始末。　なんとも情けない。

このようなことが入学して２週間のうちにおきました。
２年生になった今でも、専門知識が乏しく苦労しています。

このように、知識ゼロでなんとなく入ってしまった大学ですが、工学系大学には専門知識を
抱負に持った工業高校卒の猛者や、知識を持っていることを前提に話を進める先生が
多くいます。

くだらない文を書き過ぎたのでまとめさせてもらうと、

剣道も勉強も文武両道に頑張って、将来自分の望む進路に進めるように頑張ってください！剣道も勉強も文武両道に頑張って、将来自分の望む進路に進めるように頑張ってください！剣道も勉強も文武両道に頑張って、将来自分の望む進路に進めるように頑張ってください！剣道も勉強も文武両道に頑張って、将来自分の望む進路に進めるように頑張ってください！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　特に、大学選びは慎重に！大学選びは慎重に！大学選びは慎重に！大学選びは慎重に！

最後に
本当に文章能力低くてすみませんでした。所詮は理系です。（他の理系の人に失礼か（汗））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　次は本荘勇志くん（長男）　よろしく！

さすがに、大学生になるといきなり専門的な授業になるんですね～！！
でも、毎日いろいろな新しい知識にどんどん触れて、刺激的～(#^.^#)
教わることから遠ざかっている身には、大変そうだけど、ちょっとうらやましい気もしますよ(*^。^*)
今が頑張りどきです！西兄先輩、ファイト～！！　　楽しいお話ありがとうございました～m(__)m
お時間あるときには、駒場の道場にもぜひ稽古にいらしてくださいね。

さて・・・、予想外の早さで回ってきた感じがしますが、、、、本荘（長男）先輩、バトン渡りましたよ！本荘（長男）先輩、バトン渡りましたよ！本荘（長男）先輩、バトン渡りましたよ！本荘（長男）先輩、バトン渡りましたよ！
しっかり受け取って走ってくださいね！！(^_^;)
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  ２（土）　　通常どおり　３：００～５：００
        ７（木）　　通常どおり　５：００～７：００
  ９（土）　　稽古はお休み（体育館行事のため）修道館はあります。９（土）　　稽古はお休み（体育館行事のため）修道館はあります。９（土）　　稽古はお休み（体育館行事のため）修道館はあります。９（土）　　稽古はお休み（体育館行事のため）修道館はあります。
１４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１６（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１７（日）　東京都北区民剣道大会１７（日）　東京都北区民剣道大会１７（日）　東京都北区民剣道大会１７（日）　東京都北区民剣道大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場予定選手：【小学生個人】　中牟田、渡辺、野口、本荘、松本、森、真砂智、三浦、權田陽、真砂歩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　【一般個人】　　尾島、近藤千、古澤、近藤英、渡辺良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【一般団体】　　先鋒　中牟田、中堅　須山、大将　本荘

２１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２３（土）２３（土）２３（土）２３（土）　　通常どおり　３：００～５：００
　　　　　　　埼玉県剣道大会小学生の部埼玉県剣道大会小学生の部埼玉県剣道大会小学生の部埼玉県剣道大会小学生の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出場予定選手：佐々木涼太、本荘日向、本田青一郎、權田陽樹

２８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
３０（土）　　通常どおり　３：００～５：００

【小学生】　【小学生】　【小学生】　【小学生】　村田　くん村田　くん村田　くん村田　くん

【成人】　　【成人】　　【成人】　　【成人】　　長谷部　さん長谷部　さん長谷部　さん長谷部　さん

　

お 知 ら せ

最後はお楽しみ、星やん武芸帳です！今月のお話は・・・「悔しい！！」です。

  １８（土）　　　一級審査会（大宮武道館）６年生の対象者のみ  １８（土）　　　一級審査会（大宮武道館）６年生の対象者のみ  １８（土）　　　一級審査会（大宮武道館）６年生の対象者のみ  １８（土）　　　一級審査会（大宮武道館）６年生の対象者のみ
　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００　　　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００
　２３（木・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（木・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（木・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００　２３（木・祝）　駒剣クリスマス会♪　１：００～５：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日ですが、1８日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。※祝日ですが、1８日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。※祝日ですが、1８日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。※祝日ですが、1８日に一級審査がある関係でこの日にクリスマス会をやる予定です。
          　　　　予定をあけておいてね！          　　　　予定をあけておいてね！          　　　　予定をあけておいてね！          　　　　予定をあけておいてね！
　２５（土）　　　平成２２年稽古納め　２５（土）　　　平成２２年稽古納め　２５（土）　　　平成２２年稽古納め　２５（土）　　　平成２２年稽古納め

　 　ちょっと早いけどちょっと早いけどちょっと早いけどちょっと早いけど・・・・・・・・・・・・１２月の主な予定１２月の主な予定１２月の主な予定１２月の主な予定

　４（木）　　通常どおり　５：００～７：００
　６（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１１（木）　　通常どおり　５：００～７：００
１３（土）　　通常どおり　３：００～５：００
１８（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２０（土）　　通常どおり　３：００～５：００
２３（火・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（火・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（火・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会２３（火・祝）　鳩ヶ谷市秋季剣道大会
　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。　　　　　　　　　詳しくは、これから出るお手紙でご確認ください。
２５（木）　　通常どおり　５：００～７：００
２７（土）２７（土）２７（土）２７（土）　　駒剣　保護者会　３：15～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：15～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：15～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）駒剣　保護者会　３：15～５：００　（体育館２Ｆ　会議室）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年の役員さんを決める大切な会です。万障お繰り合わせの上、ご参加の程お願い申し上げます。

　　　　　　　稽古は通常どおり　３：００～５：００

１１月の予定１１月の予定１１月の予定１１月の予定

１０月の予定１０月の予定１０月の予定１０月の予定
読書の秋

芸術の秋

やっぱり稽古の秋

新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介新入会員のご紹介

※斎藤義生くんは習い事の都合により、退会されました。斎藤君、元気でね！！短い期間だったけど、ありがとうございま
したm(__)m

ようこそ駒剣へ！ようこそ駒剣へ！ようこそ駒剣へ！ようこそ駒剣へ！　みんな、早く仲良くなれるようにどんどん声をかけてね！
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