
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。

2011201120112011年９月年９月年９月年９月23232323日日日日 さいたま市民剣道大会さいたま市民剣道大会さいたま市民剣道大会さいたま市民剣道大会

ずら～っと並んだ賞状！！今年もみんながんばりました！！ずら～っと並んだ賞状！！今年もみんながんばりました！！ずら～っと並んだ賞状！！今年もみんながんばりました！！ずら～っと並んだ賞状！！今年もみんながんばりました！！
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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば 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

残暑が厳しかったのが嘘のようにすっかり秋めいてきました。これから寒稽古の時期（もっと前？）まで

が、一番稽古しやすい季節かもしれません。「○○の秋」はいろいろあり忙しいですが、時間を作り稽古

に励みましょう。

さて、９月２３日に行われた「さいたま市民剣道大会」ですが、今年もみんながんばりました。

今年も大勢の入賞者が出ました。初めて公式戦に出場する選手が多くいました。私が審判に入ったこと

もあり、今まで以上に保護者の方に活躍していただきました。子どもも大人も、駒剣全員で活躍した大会

になりました。

どの競技でもそうだと思いますが、特に剣道の試合ではその日の調子、体調はもちろんメンタルな部

分の持ちようで結果が大きく左右されます。試合当日に心身のコンディションをどう整えるかが、大きな

鍵となります。小学生には難しいことですが、稽古はよくしていますので、今後の課題としましょう。

６年生は、森くんが優勝しました。この大会、４年生から３連覇です。昨年、今年と相手に一本もとらせ

ず、すべて時間内に二本取っての勝利、たいしたものです。試合前から自信満々かと言えばそうでもな

いようで、負けちゃうことばかり考えてしまうそうです。細心さをもちながら、一つ一つ試合をしていき、調

子を上げているようです。本荘くんは久しぶりの上位入賞、試合運びが上手になったようです。松本くん

がまさかの初戦敗退。私はその試合を見られませんでしたが、判定で負けたと聞いて二度驚かされまし

た。相手が強かったこともありますが、気持ちの作り方はどうだったのでしょうか。人一倍稽古しているの

は誰もが認めるところです。さらなる精進を期待します。脇田くん、本多くんの勝利は稽古の賜物です。

須山くん、種田くんも一生懸命がんばりました。キャプテン不在の時、代わる者が大きな声で号令をかけ

ています。残り半年となりましたが、６年生のリーダーシップに期待します。

須山くん、種田くんも一生懸命がんばりました。キャプテン不在の時、代わる者が大きな声で号令をかけ

ています。残り半年となりましたが、６年生のリーダーシップに期待します。

５年生は、新井くんと三浦くんの決勝戦が見所だったようです。（この試合も見られませんでした。）延

長の末新井くんが優勝し、試合後二人でハグし健闘をたたえあったそうです。トーナメントを勝ちあがっ

て最後に仲間と戦えるというのはいいですね。ここのところ、そういうシーンが多く見られるようになりまし

た。昨年度、この学年は本田くん、北嶋くん、真砂智くんで全ブロックを制覇しました。その３人がいずれ

も入賞できなかったのですから、周りもみんな強くなっているわけです。

いつも言っていますが、剣道では負けることも大切です。負けて何を思うか、そのあとどうするかが向上

するポイントです。道場訓にある「心を磨く」一番のチャンスです。

大西くん、森田くんは一勝しました。本城くんは一本とりました。谷口くん、馬場くん、渡邊くん、後藤さん

は堂々としたデビュー戦だったようです。山崎さん、有田さんも勝っていました。二人の試合は私の審判

していたコートだったので全試合を見られたのですが、もっている力を出しきれていない面がありました。

試合後、二人に「女子を少し強化する」と話しました。まずは稽古への取り組み、下級生を含め始まりが

もたもたしていることが多い感じを受けます。取りかかりを早くしていきましょう。

４年生は、權田くんが優勝し河内くんが３位入賞です。權田くんはいい時の試合ぶりで、テンポよく技

を決めていました。乗ると安心して見ていられます。河内くんも安定した戦いぶりができてきました。真砂

歩くん、長谷部颯太くんは次につながる試合が、田村くん、石田くんのデビュー組も立派な試合ができ

たようです。

３年生は、伊東くんが２位、小松田くんが３位とがんばりました。二人とも相当疲れたはずですが、賞状

を持った顔がニコニコ輝いていました。加藤さんは一勝しました。西村くん、津越くん、有賀さんは初戦

で負けてしまいましたが、いい経験になりましたね。まだこれから何度もこの大会に出られます。活躍を

期待しています。
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各学年２人ずつバランスよく入賞し、他の選手も、お父さんお母さんの試合のコメントを読ませていた

だくと、みんな堂々とした戦いだったようでうれしく思います。子どもたちだけでなく、コメントを読むと保

護者の方の剣道に対する理解の上達ぶりも感じました。今回久しぶりに審判に専念しましたが、安心し

てお任せすることができました。早朝からいろいろな場所で駒剣の多くの方がお仕事をしてくださってい

ました。皆さんのおかげで成り立った大会でした。心より御礼申し上げます。

さかのぼりますが、９月３日の前期級審査会での立合いも皆立派でした。全員が進級し、なかには学

年の関係もあり４つの級を飛び級した者もおりました。昇級することも一つの励みとして稽古にのぞんで

ください。６年生で１級がとれ、今年から中学校１年生（１３歳になったら）で初段がとれるようになりました。

ぜひ、剣道の有段者になれるよう目標をもって正しい剣道を身につけましょう。

１０月１、２、３日に行われた中学校の新人戦では、今年も先輩方が活躍していました。初日の開会式

では、木村啓人先輩が選手宣誓をしたそうです。同門対決もそうですが、駒剣士の選手宣誓も増えまし

たね。それだけ、大会で上位になったり各校で主将を任されたりしているのでしょう。名誉なことです。

私は２日目の男子個人戦の審判をしました。有田先輩、山崎先輩、高橋先輩がベスト１６に入り県大

会出場を決めました。おめでとうございます。その他にも修道館に通ってきている中学生も上位に入っ

ている人がいました。ベスト１６に入った選手は誰が優勝してもおかしくなく、実力伯仲していました。こ

れからの稽古で来春までの上達に差が出ます。チャンスはあります。しっかり稽古していってください。

土曜日は今月いっぱい２部制で行っていきます。１部の初級者・低学年組は声が大きく元気いっぱい

です。１１月からよい刺激を全体に与えてくれることと楽しみにしています。先生方、御指導よろしくお願

いいたします。今月は、１６日に北区の大会、２３日に県大会少年の部と試合があります。駒剣全体で

しっかり稽古していきましょう。
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９月１日（木）　　　渡邊先生、木村先生、尾島先生
　　　　　・最初の本荘くんの号令がとてもよいと尾島先生がほめていらっしゃいました。
　　　　　･蒸し暑い中でしたが、審査会にむけての基本練習、審査の練習を頑張っていました。
　　　　　・みなさん、それぞれ昇級できるよう、本番も頑張ってください。

９月３日（土）　
　　前半：稲森先生、本田先生、本荘先生、山田先生
　　　　　・湿度が高く、ムシムシした中の練習でした。
　　　　　･最近、道場の出入りのあいさつが少なくなったと御指摘を受けました。
　　　　　･初めての級審査の子もいるので、細かい御指導（流れや技）をしていただきました。
　　後半「級審査会」：菅原先生、本荘先生、木村先生、尾島先生、山田先生
　　　　　･蒸し暑い日でしたが、みんなとてもキビキビと元気よく審査を受けておられました。
　　　　　･キャプテン、副キャプテンの先輩方が皆の面倒をよく見てくださったので、スムーズな
　　　　　　審査が行われたと思います。ありがとうございました。

9999月のお当番さんノートの感想より月のお当番さんノートの感想より月のお当番さんノートの感想より月のお当番さんノートの感想より
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９月８日（木）　　　神田先生、木村先生、尾島先生
　　　　　・１０日の浦和剣道連盟の級審査を受ける子たちが、一生懸命稽古に取り組んでいました。
　　　　　･今回受審しない子も、しっかり見学できていて、とても良かったと思いました。

９月１０日（土）　　
　　　前半：山崎先生、清水先生
　　　　　・大変蒸し暑い中、２３日の試合に向けて真剣に取り組んでいました。
　　　　　･試合に出ない子どもたちも、元気に声を出していました。切り返しがしっかりできるように、
　　　　　　山崎先生からお話を聞き、子どもたちも丁寧に練習して上手になりました。
　　　後半：木村先生、山田先生、
　　　　　・剣連の審査会が速く終わった人も参加していました。
　　　　　・全員合格したそうでおめでとうございます！　稽古でもますます気合いが感じられました。
　　　　　・暑い中ですが、声も大きくみんながんばっていました。

2011/9/15（木）　　　尾島先生、古澤先生
　　　　　・先日の剣連の１～３級審査合格、おめでとうございます。１級合格３名が代表で感想を
　　　　　　述べてくれました。「午前中の講習で気をつけるところを教えてもらえたので、審査は
　　　　　　よくできた。」「これからも段をとっていきたいので、稽古よろしくお願いします。」etc.
　　　　　･みんな、学校の運動会の練習など、暑い中頑張っているでしょう。その後で、防具を
　　　　　　しょって、稽古に来る子たちは本当にエライと思いました。先生方もお仕事を終えてからの
　　　　　　御指導、いつも本当にありがとうございます。

９月１７日（土）　　　
　　前半：渡辺先生、中牟田先生、本荘先生
　　　　　・大変蒸し暑い中、大きな声を出してみんながんばっていたと思います。
　　後半：木村先生、本荘先生、山田先生、尾島先生
　　　　　・先生より２３日の大会に向けて、大きな声で稽古に臨むようにとのお話がありました。
　　　　　・暑い中、皆さん大きな声で頑張っていたと思います。来週の大会まであと１回の稽古を
　　　　　　残すのみとなりましたが、大会に向けてコンディションを整えて、ベストを尽くして欲しいと
　　　　　　思います。

９月２２日（木）　　　尾島先生、近藤先生
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９月２２日（木）　　　尾島先生、近藤先生
　　　　　・練習試合もかかり稽古もとても気合いが感じられ、見ている側もとても気持ちのよいお稽古
　　　　　　でした。明日はいよいよ大会。みんながんばれ～～～！！

９月２４日（土）　　　
　　前半：近藤先生、本田先生
　　　　　・運動会のためか、人数は少なかったですが、声は出ていました。
　　　　　・今日は涼しくてとても練習がしやすかったかと思います。
　　　　　・近藤先生が、みんなの面のチェックをしてくださいました。覚えてくれるとうれしいです。
　　　　　・面に風船をつけてのお稽古は、とても集中しておりました。
　　後半：木村先生、尾島先生、菅原先生
　　　　　・いつもより少ない人数でしたが、気合い十分の気持ちの入った稽古ができていました。
　　　　　・試合も終わって心機一転、「ヤルゾ！」という感じが伝わってきました。
　　　　　・仲町小４年の市川凱都（いちかわかいと）くん（経験者）入会です。　Welcome！

９月２９日（木）　　　尾島先生、石井先生
　　　　　・先生より日々の練習の積み重ね、一生懸命の練習が、運を引き寄せるというお話が
　　　　　　ありました。練習の積み重ねは裏切らないと駒剣のみんなの成長ぶりにそう感じます。
　　　　　・今日もよく声が出て、気合いが入っていました。

本荘先生・お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m
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さいたまさいたまさいたまさいたま市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会市民剣道大会　　　　試合結果試合結果試合結果試合結果

有賀真菜さん有賀真菜さん有賀真菜さん有賀真菜さん
－メメ 島田（大宮中央） 素早い相手でしたが、緊張の中力強い踏み込みで技を出せて

いました。惜しかった。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「私は「私は「私は「私は1111回せんで負けてしまいました。さいしょはどうでせめようと回せんで負けてしまいました。さいしょはどうでせめようと回せんで負けてしまいました。さいしょはどうでせめようと回せんで負けてしまいました。さいしょはどうでせめようと

したけど思い通りにいきませんでした。でも、相手に面をしたけど思い通りにいきませんでした。でも、相手に面をしたけど思い通りにいきませんでした。でも、相手に面をしたけど思い通りにいきませんでした。でも、相手に面を2222回うたれて回うたれて回うたれて回うたれて

しまいました。とてもくやしかったです。北区のたいかいは、かちたいです。」しまいました。とてもくやしかったです。北区のたいかいは、かちたいです。」しまいました。とてもくやしかったです。北区のたいかいは、かちたいです。」しまいました。とてもくやしかったです。北区のたいかいは、かちたいです。」

伊東俊輔くん伊東俊輔くん伊東俊輔くん伊東俊輔くん
メメ－ 垣内（剣真会） 面2本。相手を圧倒していました。もっと大きな声がほしいです。

メメ－ 塩田（やどかり） 足がよく動いてました。

【準決勝】 （延長）メ－ 川部（大宮中央） 相当つかれましたが、最後は気合いの面でした。

【決勝】 －メメ 萩谷（緑ノ風） 連続の試合で動きが止まりました。準優勝おめでとう！！！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「さいごにたたかった人が強かった。「さいごにたたかった人が強かった。「さいごにたたかった人が強かった。「さいごにたたかった人が強かった。2222位になってよかった。」位になってよかった。」位になってよかった。」位になってよかった。」

加藤愛佳さん加藤愛佳さん加藤愛佳さん加藤愛佳さん
コ－ 大賀（大宮別所） 体がよく動いて技がたくさん出ていました。がんばりました。

－判定 堀口（曙剣） 互角の戦いでした。一回戦同様、よく動いていました。惜しい！

戸

今年も入賞者がいっぱいです！よい結果が出て満足した人、入賞こそ逃したけど精一杯頑張って悔いはない！

という人、次に試合に出るときはもっと勝ちたいから、これから稽古を頑張りたいという人、みんなそれぞれ立派です！

試合結果とコメントと一緒に、選手や応援の人の感想をご紹介します。みなさん御協力ありがとうございました。

３年生３年生３年生３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！

－判定 堀口（曙剣） 互角の戦いでした。一回戦同様、よく動いていました。惜しい！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「はじめてのしあいで「はじめてのしあいで「はじめてのしあいで「はじめてのしあいで1111回目はかって、２回目ははんていで回目はかって、２回目ははんていで回目はかって、２回目ははんていで回目はかって、２回目ははんていで

まけてしまったけど、次のしあいにむけてがんばります。」まけてしまったけど、次のしあいにむけてがんばります。」まけてしまったけど、次のしあいにむけてがんばります。」まけてしまったけど、次のしあいにむけてがんばります。」

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
メメ－ 中島（本郷） 早く面が2本決まりました。

▲メ － 高須（美園） お互いにたくさん打ち合いましたが、勝ちました。

メ▲－ 船山（曙剣） 大きな声も出ていました。気合いが入っていました。

【準決勝】 －メメ 安村（緑ノ風） 速攻で決められてしまいました。3位入賞おめでとう！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「３いになれてよかったです。」「３いになれてよかったです。」「３いになれてよかったです。」「３いになれてよかったです。」

津越勇輝くん津越勇輝くん津越勇輝くん津越勇輝くん
－（延長）メ 棚澤（槻の森） 一生懸命打ち込んでいましたが、残念！！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「決勝戦をやっていた最後の人がとても強かった。練習をして、「決勝戦をやっていた最後の人がとても強かった。練習をして、「決勝戦をやっていた最後の人がとても強かった。練習をして、「決勝戦をやっていた最後の人がとても強かった。練習をして、

あんな人になれればと考えた。」あんな人になれればと考えた。」あんな人になれればと考えた。」あんな人になれればと考えた。」

西村奎吾くん西村奎吾くん西村奎吾くん西村奎吾くん
▲▲▲▲ －メ 川口（鷲山） 試合開始一本目の相面はわずかな差で取られました。惜しかった。

いい面がありましたが、一本になりませんでした。途中、不用意な

引き技が場外反則につながりました。残念。次の大会、がんばれ！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「「「「1111回せんまけだった。こんどはがんばりたい。回せんまけだった。こんどはがんばりたい。回せんまけだった。こんどはがんばりたい。回せんまけだった。こんどはがんばりたい。 まけたバネをのばしてけんたいかいでがんばる。」まけたバネをのばしてけんたいかいでがんばる。」まけたバネをのばしてけんたいかいでがんばる。」まけたバネをのばしてけんたいかいでがんばる。」

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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石田純也くん石田純也くん石田純也くん石田純也くん
－ドメ 美谷島（槻の森） デビュー戦。堂々とした戦いぶりだった。思い切って

まっすぐ面を打っていき立派だった。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「はじめての試合でドキドキしました。次は「はじめての試合でドキドキしました。次は「はじめての試合でドキドキしました。次は「はじめての試合でドキドキしました。次は1111回でも勝てるよう頑張りたいです。」回でも勝てるよう頑張りたいです。」回でも勝てるよう頑張りたいです。」回でも勝てるよう頑張りたいです。」

河内聡志くん河内聡志くん河内聡志くん河内聡志くん
メメ－ 鳥居（埼玉田島） はじめは少し緊張していましたが、すぐにするどい面が

きれいに入りました。

コ － 鳥海（中尾） 互角の戦いでしたが、小手がきれいに入りました。その後も

攻めていてgood！

【準決勝】－（延長）ド 矢内（岩槻） 声がよく出ていました。最後の最後に、わずかのタイミングで

相手が早かったです。残念。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「準決勝で負けてしまいました。つぎは勝ちたいです。」「準決勝で負けてしまいました。つぎは勝ちたいです。」「準決勝で負けてしまいました。つぎは勝ちたいです。」「準決勝で負けてしまいました。つぎは勝ちたいです。」

權田陽樹くん權田陽樹くん權田陽樹くん權田陽樹くん
メド－ 鈴木（浦和警察） 相手の動きをよく見ていました。2本目の胴もきれいに

決まっていました。

メコ－ 竹川（忠誠館） ポンポンと決まりました。落ち着いています。

メ▲コ－ 角谷（輝誠） 押されて場外に出てしまいましたが、その後小手をとりました。

【準決勝】 コメ－ 土井（曙剣） 落ち着いて技を出していました。

【決勝】 メメ－ 渡辺（鷲山） 決勝。相手を知っているそうです。落ちついて技を出して

いました。優勝おめでとう！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今日は優勝できてよかったです。がんばったせいかが「今日は優勝できてよかったです。がんばったせいかが「今日は優勝できてよかったです。がんばったせいかが「今日は優勝できてよかったです。がんばったせいかが

出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう

４年生４年生４年生４年生

優優優優 勝勝勝勝

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！

出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう出てよかったと思います。先生方をはじめ、たくさんの方、ありがとう

ございます。」ございます。」ございます。」ございます。」

田村直樹くん田村直樹くん田村直樹くん田村直樹くん
▲－メメ 島田（一心館） デビュー戦お疲れさまでした。手ぬぐいがずれて、前が

見えなくなったそうですが、それも戦いのうち。次、また頑張ろう。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「こんどはかちたいです。」「こんどはかちたいです。」「こんどはかちたいです。」「こんどはかちたいです。」

長谷部颯太くん長谷部颯太くん長谷部颯太くん長谷部颯太くん
不戦勝－ 黒澤（剣真会） 礼式も意識しました。

－ メメ 奥村（槻の森） 大きな相手によく動き技も出ていました。声を出していこう！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「「「「1111回戦目は不戦勝で、二回戦で負けてくやしかったです。」回戦目は不戦勝で、二回戦で負けてくやしかったです。」回戦目は不戦勝で、二回戦で負けてくやしかったです。」回戦目は不戦勝で、二回戦で負けてくやしかったです。」

真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん真砂歩くん
ド － 西（埼玉田島） 初太刀からするどく踏み込み気勢十分だった。技も多彩、絶えず

攻めてくる相手に気を抜かず引き胴を決めた。

－ コ 奥（天馬） 初太刀の面を狙っていたかのような出小手を決められてしまった。

しかし、堂々とした面を繰り出す内容は立派な戦いぶりだった。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「「「「1111回せんは一本勝ちでよかったです。試合中、ひやっとしました。回せんは一本勝ちでよかったです。試合中、ひやっとしました。回せんは一本勝ちでよかったです。試合中、ひやっとしました。回せんは一本勝ちでよかったです。試合中、ひやっとしました。

２回せんは天馬のおくくんに負けてしまってくやしかったです。２回せんは天馬のおくくんに負けてしまってくやしかったです。２回せんは天馬のおくくんに負けてしまってくやしかったです。２回せんは天馬のおくくんに負けてしまってくやしかったです。

北区の大会ではがんばりたいです。」北区の大会ではがんばりたいです。」北区の大会ではがんばりたいです。」北区の大会ではがんばりたいです。」

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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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 － 小関（慈恩寺） 大きい相手で圧力互角、しっかり間合いがとれて面が決まりました。

直後に勢いでコテ。

メコ － メ 田島（輝誠） くっついてきてやりにくそうでした。面とりかえされ延長で

出小手でラッキー。

メコ － 上栗（片柳） 相手は前２試合完璧の内容で、今日のポイントでしたが序盤で

決着がつきました 。

【準決勝】 メコ － 米田（大宮中央）勢いがつき動いていました。

【決勝】 メ － 三浦（駒場） 同門対決、またまた死闘。延長で面を振ってあたりました。

優勝おめでとう！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「去年は決勝で負けてしまったけど、今年はゆうしょうできて「去年は決勝で負けてしまったけど、今年はゆうしょうできて「去年は決勝で負けてしまったけど、今年はゆうしょうできて「去年は決勝で負けてしまったけど、今年はゆうしょうできて

良かったです。これからも稽古をがんばりたいです。」良かったです。これからも稽古をがんばりたいです。」良かったです。これからも稽古をがんばりたいです。」良かったです。これからも稽古をがんばりたいです。」

真砂智くん真砂智くん真砂智くん真砂智くん
メメ － 山本（東大宮） 勢いもあり落ち着いて確実な面二本。立派です。次が楽しみです。

メ － 大山（日進二） 相手をよく見ての動きが速く、余裕の勝利。

－ コ 山下（輝誠） 間合いもとれていい戦いだったが、相手が大柄で力強く引きゴテが

入ってしまい惜しかったです。声はよく出てがんばった。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今年は２連覇がかかっていたのでいつもの大会より緊張してしまいました。「今年は２連覇がかかっていたのでいつもの大会より緊張してしまいました。「今年は２連覇がかかっていたのでいつもの大会より緊張してしまいました。「今年は２連覇がかかっていたのでいつもの大会より緊張してしまいました。

良かった所・・・特になし。悪かったところ・・・起こりが見える。手の位置が良かった所・・・特になし。悪かったところ・・・起こりが見える。手の位置が良かった所・・・特になし。悪かったところ・・・起こりが見える。手の位置が良かった所・・・特になし。悪かったところ・・・起こりが見える。手の位置が

低かった。この二つを直していきたい。」低かった。この二つを直していきたい。」低かった。この二つを直していきたい。」低かった。この二つを直していきたい。」

三浦柊くん三浦柊くん三浦柊くん三浦柊くん
メ － 堤（大宮武蔵） 初戦で動きがかたかったですが、気持ちいれて延長ですぐ面が

５年生５年生５年生５年生

優優優優 勝勝勝勝

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

メ － 堤（大宮武蔵） 初戦で動きがかたかったですが、気持ちいれて延長ですぐ面が

決まりました。

メメ － 垣内（剣真会） 初太刀面、直後決め面。圧勝。

メ － 東海林（曙剣） 終始手数と気持ちで圧倒していました。のってきました。

【準決勝】 メ － 吉宗（みはし） 谷口くんに勝った強敵に粘り強く戦いました。あと１つ！

【決勝】 － メ 新井（駒場） 互角の勝負、よく攻めました。延長で疲れたところポコンとあたって

しまい残念。堂々の準優勝。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「さいたま市の大会などで入賞したのはこの大会が初めてです。「さいたま市の大会などで入賞したのはこの大会が初めてです。「さいたま市の大会などで入賞したのはこの大会が初めてです。「さいたま市の大会などで入賞したのはこの大会が初めてです。

最初らへんの相手はよくわからないから「勝てそう」とか「負けそう」最初らへんの相手はよくわからないから「勝てそう」とか「負けそう」最初らへんの相手はよくわからないから「勝てそう」とか「負けそう」最初らへんの相手はよくわからないから「勝てそう」とか「負けそう」

とか不安だったけど、決勝の新井くんとやるときは、不安なくできました。」とか不安だったけど、決勝の新井くんとやるときは、不安なくできました。」とか不安だったけど、決勝の新井くんとやるときは、不安なくできました。」とか不安だったけど、決勝の新井くんとやるときは、不安なくできました。」

森田将彰くん森田将彰くん森田将彰くん森田将彰くん
反 － 高橋（原山） 序盤からの激しい面の打ち合い。圧力で圧倒。場外２回誘い勝利。

－ コ反 大森（沼影） 当たりの強い相手でした。前に向かう姿勢は負けていませんでした。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「前の大会では一回戦目で負けてしまいましたが、今回は「前の大会では一回戦目で負けてしまいましたが、今回は「前の大会では一回戦目で負けてしまいましたが、今回は「前の大会では一回戦目で負けてしまいましたが、今回は

勝てたので良かったです。駒剣の皆さんありがとうございました。」勝てたので良かったです。駒剣の皆さんありがとうございました。」勝てたので良かったです。駒剣の皆さんありがとうございました。」勝てたので良かったです。駒剣の皆さんありがとうございました。」
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－ 玉内（剣真会） 出ばな面一本がきれいに決まりました。

－ メ反 山崎（慈恩寺） 惜しい面がたくさんありました。最後まであきらめずに戦っていました。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「良かった所・・・１回勝てたこと。「良かった所・・・１回勝てたこと。「良かった所・・・１回勝てたこと。「良かった所・・・１回勝てたこと。

反省点・・・後ろに下がりすぎて場外反則になったこと。反省点・・・後ろに下がりすぎて場外反則になったこと。反省点・・・後ろに下がりすぎて場外反則になったこと。反省点・・・後ろに下がりすぎて場外反則になったこと。

みんながんばっていて、特に森くんの決勝戦がすごかったです。」みんながんばっていて、特に森くんの決勝戦がすごかったです。」みんながんばっていて、特に森くんの決勝戦がすごかったです。」みんながんばっていて、特に森くんの決勝戦がすごかったです。」

準準準準 優優優優 勝勝勝勝

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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有田好さん有田好さん有田好さん有田好さん
メ － 小林（指扇） はじめ相手のペースに押されていたが、自分のタイミングできれいな

面を決めました。

判定－ 原田（本郷） やりずらそうな相手でした。最後まで自分のペースがつかめず、決定打が

ありませんでした。

－メメ 五十嵐（剣真会） 返し胴がおしかったです。応じ技がよく出ていました。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「私は２回戦まで勝てたけど、３回戦目で負けてしまってくやしかった。「私は２回戦まで勝てたけど、３回戦目で負けてしまってくやしかった。「私は２回戦まで勝てたけど、３回戦目で負けてしまってくやしかった。「私は２回戦まで勝てたけど、３回戦目で負けてしまってくやしかった。

今度の試合では３位に入りたいです。」今度の試合では３位に入りたいです。」今度の試合では３位に入りたいです。」今度の試合では３位に入りたいです。」

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 － 古川（槻の森） 動きもよく間合いがしっかりとれ面二本きれいに決まった。

－メ 濱本（埼玉田島） 声もよく出てがんばっていたが、面をとられた。引きゴテに旗が

上がったが一本にはならずその後場外に出てしまった。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「面は一本とれたけど、もっと腕をのばし、正確な面を打てるようにする。「面は一本とれたけど、もっと腕をのばし、正確な面を打てるようにする。「面は一本とれたけど、もっと腕をのばし、正確な面を打てるようにする。「面は一本とれたけど、もっと腕をのばし、正確な面を打てるようにする。

場外にもならないように注意したいです。石井先生がそばで応援してくれた場外にもならないように注意したいです。石井先生がそばで応援してくれた場外にもならないように注意したいです。石井先生がそばで応援してくれた場外にもならないように注意したいです。石井先生がそばで応援してくれた

けれど、二回戦目で負けてしまったので、次は頑張ります！」けれど、二回戦目で負けてしまったので、次は頑張ります！」けれど、二回戦目で負けてしまったので、次は頑張ります！」けれど、二回戦目で負けてしまったので、次は頑張ります！」

北嶋柊一くん北嶋柊一くん北嶋柊一くん北嶋柊一くん
－ メ 黒田（鷲宮） よく相手を見てスキをねらったが、相手の圧力が強かった。もっと

攻めたかった。もっと試合がしたかったです。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「ぼくは一回戦で負けてしまいました。次からは返し技じゃなくて、「ぼくは一回戦で負けてしまいました。次からは返し技じゃなくて、「ぼくは一回戦で負けてしまいました。次からは返し技じゃなくて、「ぼくは一回戦で負けてしまいました。次からは返し技じゃなくて、

自分からどんどん打っていこうと思います。」自分からどんどん打っていこうと思います。」自分からどんどん打っていこうと思います。」自分からどんどん打っていこうと思います。」

後藤光雲さん後藤光雲さん後藤光雲さん後藤光雲さん
－ メ 室井（鷲山） 自分から攻めていました。初めての公式試合なのに堂々と戦っていて

良かったです。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「私は今日の試合が初めてでした。本当に本当に勝ちたくてずっと「私は今日の試合が初めてでした。本当に本当に勝ちたくてずっと「私は今日の試合が初めてでした。本当に本当に勝ちたくてずっと「私は今日の試合が初めてでした。本当に本当に勝ちたくてずっと

ドキドキしていました。それなのに１試合目で、負けてしまいました。ドキドキしていました。それなのに１試合目で、負けてしまいました。ドキドキしていました。それなのに１試合目で、負けてしまいました。ドキドキしていました。それなのに１試合目で、負けてしまいました。

次の試合で絶対勝ちたいです。」次の試合で絶対勝ちたいです。」次の試合で絶対勝ちたいです。」次の試合で絶対勝ちたいです。」

谷口楽くん谷口楽くん谷口楽くん谷口楽くん
－ メメ 吉宗（三橋） 相手の前の試合をみて少し緊張してしまいました。

先におもいっきり打ちたかった。次は勝つ！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「初めての試合ですごく緊張しました。一回戦の相手は声が大きくて「初めての試合ですごく緊張しました。一回戦の相手は声が大きくて「初めての試合ですごく緊張しました。一回戦の相手は声が大きくて「初めての試合ですごく緊張しました。一回戦の相手は声が大きくて

強かったです。ぼくも声を大きく出して強くなりたいです。」強かったです。ぼくも声を大きく出して強くなりたいです。」強かったです。ぼくも声を大きく出して強くなりたいです。」強かったです。ぼくも声を大きく出して強くなりたいです。」

馬場善弘くん馬場善弘くん馬場善弘くん馬場善弘くん
－ メメ 栗田（慈恩寺） 勢いあって良かったが相手の力が強く押されぎみ。

声はしっかり出ていてよかった。がんばりました。」

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「とても楽しかったです。でも二本をとられてしまったのでくやしいです。「とても楽しかったです。でも二本をとられてしまったのでくやしいです。「とても楽しかったです。でも二本をとられてしまったのでくやしいです。「とても楽しかったです。でも二本をとられてしまったのでくやしいです。

次は勝ちたいです。」次は勝ちたいです。」次は勝ちたいです。」次は勝ちたいです。」

本城通明くん本城通明くん本城通明くん本城通明くん
ド－ メメ 神山（指扇） 互角の勝負。きれいに胴を決めた。打って止まってしまって惜しかった。

くやしい。」

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「技は多く出せたけど負けてしまった。」「技は多く出せたけど負けてしまった。」「技は多く出せたけど負けてしまった。」「技は多く出せたけど負けてしまった。」
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須山舜太くん須山舜太くん須山舜太くん須山舜太くん
－ メメ 竹内（日進二） 初太刀をとられたが落ちついて試合をしていた。相手に対する反応の

速さを磨くことが課題。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「ぼくは６年生で最後になる公式試合を終えて、ぼくは最後なので心に残る「ぼくは６年生で最後になる公式試合を終えて、ぼくは最後なので心に残る「ぼくは６年生で最後になる公式試合を終えて、ぼくは最後なので心に残る「ぼくは６年生で最後になる公式試合を終えて、ぼくは最後なので心に残る

試合をして卒業したいと思いました。大会では、１回戦負けで声が少し試合をして卒業したいと思いました。大会では、１回戦負けで声が少し試合をして卒業したいと思いました。大会では、１回戦負けで声が少し試合をして卒業したいと思いました。大会では、１回戦負けで声が少し

小さかったけど、全力を出して戦えたのでよかったです。大会が終わって、小さかったけど、全力を出して戦えたのでよかったです。大会が終わって、小さかったけど、全力を出して戦えたのでよかったです。大会が終わって、小さかったけど、全力を出して戦えたのでよかったです。大会が終わって、

種田、本多、松本くんとサブアリーナでやった稽古はいい稽古になりました。」種田、本多、松本くんとサブアリーナでやった稽古はいい稽古になりました。」種田、本多、松本くんとサブアリーナでやった稽古はいい稽古になりました。」種田、本多、松本くんとサブアリーナでやった稽古はいい稽古になりました。」

種田祥吾くん種田祥吾くん種田祥吾くん種田祥吾くん
－ メ 谷口（一心会） 試合終了間際に面をとられてしまったが、試合内容は互角で惜しい！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今日の試合は１回戦で負けてしまったけれど、出小手や胴がきれいに決まって「今日の試合は１回戦で負けてしまったけれど、出小手や胴がきれいに決まって「今日の試合は１回戦で負けてしまったけれど、出小手や胴がきれいに決まって「今日の試合は１回戦で負けてしまったけれど、出小手や胴がきれいに決まって

よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」

６年生６年生６年生６年生

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
メ － 橋本（日進二） 抜き面で先制。その後も攻めるがなかなか厳しい相手でした。

－コメ 田村（一心館） 二本とも見事な出ばなでした。２回勝っている相手にリベンジされました。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「よかった点・・・無かったので今度また稽古をがんばりたい。「よかった点・・・無かったので今度また稽古をがんばりたい。「よかった点・・・無かったので今度また稽古をがんばりたい。「よかった点・・・無かったので今度また稽古をがんばりたい。

悪かった点・・・出ばなを多く打たれた事。全力を出しきれなかった事。」悪かった点・・・出ばなを多く打たれた事。全力を出しきれなかった事。」悪かった点・・・出ばなを多く打たれた事。全力を出しきれなかった事。」悪かった点・・・出ばなを多く打たれた事。全力を出しきれなかった事。」

渡邉直樹くん渡邉直樹くん渡邉直樹くん渡邉直樹くん
－ メ 小島（忠誠館） 声も体も前に出ていました。一瞬のスキを抜かれて面に乗られて

しまいました。残念！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「１回戦一本負けしたけど、次のための稽古をがんばります。」「１回戦一本負けしたけど、次のための稽古をがんばります。」「１回戦一本負けしたけど、次のための稽古をがんばります。」「１回戦一本負けしたけど、次のための稽古をがんばります。」

よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」よかったです。また剣道の大会に出て、他の人と戦ってみたいです。」

松本駿平くん松本駿平くん松本駿平くん松本駿平くん
－判定 美谷島（槻の森） 小柄な相手だが出ばなゴテなど鋭く、松本の出足やや止まる。

中間の間合いからのメンなどに惜しい打ちがあったが・・・

出ばなをあわせてくる相手にどう対応するかが課題。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「ぼくは一回戦目で負けてしまいました。相手は小手が上手でなかなか自分の「ぼくは一回戦目で負けてしまいました。相手は小手が上手でなかなか自分の「ぼくは一回戦目で負けてしまいました。相手は小手が上手でなかなか自分の「ぼくは一回戦目で負けてしまいました。相手は小手が上手でなかなか自分の

技が出せませんでした。自分の技が出せなかったということは、相手が怖くて技が出せませんでした。自分の技が出せなかったということは、相手が怖くて技が出せませんでした。自分の技が出せなかったということは、相手が怖くて技が出せませんでした。自分の技が出せなかったということは、相手が怖くて

守りの剣道になっていたんだと思います。これからの稽古でもっと攻める剣道を守りの剣道になっていたんだと思います。これからの稽古でもっと攻める剣道を守りの剣道になっていたんだと思います。これからの稽古でもっと攻める剣道を守りの剣道になっていたんだと思います。これからの稽古でもっと攻める剣道を

していきたいです。」していきたいです。」していきたいです。」していきたいです。」

本荘日向くん本荘日向くん本荘日向くん本荘日向くん
コ － 宮本（埼玉田島） よく見てた一本目の小手。相手の手元が上がったところを

打てました。みごと！

メ － 伊豆田（片柳） 面抜き面と抜き胴、多様な技が出てました。稽古のたまもの、

強い相手でしたがみごと勝利！！

【準決勝】 反 － 渡辺（鷲山） 鍔ぜり合いの上手さ光りました。場外反則で勝てたのは、コートの

広さをよく知り、コートを背にしないことも技術ですね。

【決勝】 － コ 小松（大宮武蔵） 互角にうまさがあり見応えのある試合。延長も５分。内容のある

試合でした。立派でしたよ。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「最初は一回戦突破が目標だった。けれど一回勝つごとに「最初は一回戦突破が目標だった。けれど一回勝つごとに「最初は一回戦突破が目標だった。けれど一回勝つごとに「最初は一回戦突破が目標だった。けれど一回勝つごとに

次も勝つ、次も勝つ、とどんどん目標をのばしていき、決勝戦で戦った次も勝つ、次も勝つ、とどんどん目標をのばしていき、決勝戦で戦った次も勝つ、次も勝つ、とどんどん目標をのばしていき、決勝戦で戦った次も勝つ、次も勝つ、とどんどん目標をのばしていき、決勝戦で戦った

松くんに延長で負け２位になりました。すごくうれしかったです。」松くんに延長で負け２位になりました。すごくうれしかったです。」松くんに延長で負け２位になりました。すごくうれしかったです。」松くんに延長で負け２位になりました。すごくうれしかったです。」

準準準準 優優優優 勝勝勝勝

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！
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森森森森 渉くん渉くん渉くん渉くん
コメ－ 塚田（鷲山） 落ち着いて相手を見ていました。技が気持ちよく決まりました。

メコ－ 天田（天翔） 引き面、出小手と言うことなしでした。

コメ－ 軽部（三室剣） 相手は動きもよくフェイントをかわすなど手強そうでしたが、

動じず決めてました。

【準決勝】 メメ－ 小松（埼玉田島） きれいに面を決め、安心して応援できました。

【決勝】 コメ－ 桑原（一心会） 開始早々出小手、小手擦り上げ面と堂々とした立合いでした。

優勝おめでとう。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「ぼくは、この大会で優勝するのが目標でした。「ぼくは、この大会で優勝するのが目標でした。「ぼくは、この大会で優勝するのが目標でした。「ぼくは、この大会で優勝するのが目標でした。

目標が達成できたのでうれしいです。県大でもがんばります。」目標が達成できたのでうれしいです。県大でもがんばります。」目標が達成できたのでうれしいです。県大でもがんばります。」目標が達成できたのでうれしいです。県大でもがんばります。」

脇田脩平くん脇田脩平くん脇田脩平くん脇田脩平くん
メ － 管野（忠誠館） 積極的な試合内容でした。

メメ － 大塚（内野本郷）よく相手を見てました。二本目の面はみごとでしたね。

－ メメ 鈴木（大宮中央） 相手の力強い面にやられてしまいました。

正しく・強く・速い面が打てるように稽古・稽古！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今年の目標は２回戦突破だったので成功しました。小学生では最後の大会「今年の目標は２回戦突破だったので成功しました。小学生では最後の大会「今年の目標は２回戦突破だったので成功しました。小学生では最後の大会「今年の目標は２回戦突破だったので成功しました。小学生では最後の大会

でした。この大会にはもう出れないけどいい記録を残せました。」でした。この大会にはもう出れないけどいい記録を残せました。」でした。この大会にはもう出れないけどいい記録を残せました。」でした。この大会にはもう出れないけどいい記録を残せました。」

本多和史くん本多和史くん本多和史くん本多和史くん
メメ － 増田（ルーテル） 打つべきところで打てました。間合いも自分の間合いで打てて

いました。一回戦勝利！！

－メメ 寒江（大宮西警） 相手の攻めに負けたかな。剣先が高いのでもっと下げてね。

惜しい面がありました。強くなる要素がたくさんありました。

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで

優優優優 勝勝勝勝

おめでとう！おめでとう！おめでとう！おめでとう！

本人の感想本人の感想本人の感想本人の感想 「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで「今日の大会は、最初で緊張したけど、たくさんの仲間や先生方のおかげで

緊張せずにすんでよかったです。また、そのおかげで１回戦は面を２本打って緊張せずにすんでよかったです。また、そのおかげで１回戦は面を２本打って緊張せずにすんでよかったです。また、そのおかげで１回戦は面を２本打って緊張せずにすんでよかったです。また、そのおかげで１回戦は面を２本打って

勝つことができました。２回戦では負けてしまったけど、今回の大会を生かして勝つことができました。２回戦では負けてしまったけど、今回の大会を生かして勝つことができました。２回戦では負けてしまったけど、今回の大会を生かして勝つことができました。２回戦では負けてしまったけど、今回の大会を生かして

これからの稽古をしっかりやりたいと思います。」これからの稽古をしっかりやりたいと思います。」これからの稽古をしっかりやりたいと思います。」これからの稽古をしっかりやりたいと思います。」

高校２年高校２年高校２年高校２年 稲森隆太郎先輩稲森隆太郎先輩稲森隆太郎先輩稲森隆太郎先輩 優優優優 勝勝勝勝

中牟田侑紀先輩中牟田侑紀先輩中牟田侑紀先輩中牟田侑紀先輩 ３位３位３位３位

中学２年中学２年中学２年中学２年 有田有田有田有田 楽先輩楽先輩楽先輩楽先輩 優優優優 勝勝勝勝

山崎直人先輩山崎直人先輩山崎直人先輩山崎直人先輩 ２位２位２位２位

木村啓人先輩木村啓人先輩木村啓人先輩木村啓人先輩 ２位２位２位２位

中学１年中学１年中学１年中学１年 中牟田莉奈先輩中牟田莉奈先輩中牟田莉奈先輩中牟田莉奈先輩 ３位３位３位３位

駒剣ＯＢ・ＯＧの入賞者駒剣ＯＢ・ＯＧの入賞者駒剣ＯＢ・ＯＧの入賞者駒剣ＯＢ・ＯＧの入賞者
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後藤慈貴くん後藤慈貴くん後藤慈貴くん後藤慈貴くん

「小松田くんがなんかいもかってすごかったです。」「小松田くんがなんかいもかってすごかったです。」「小松田くんがなんかいもかってすごかったです。」「小松田くんがなんかいもかってすごかったです。」

長谷部魁くん長谷部魁くん長谷部魁くん長谷部魁くん

「みんな強いなと思いました。だからぼくも強くなりたいです。」「みんな強いなと思いました。だからぼくも強くなりたいです。」「みんな強いなと思いました。だからぼくも強くなりたいです。」「みんな強いなと思いました。だからぼくも強くなりたいです。」

安部くん安部くん安部くん安部くん

「權田くんの面が決まったあとすぐに胴が決まったのですごいと思いました。」「權田くんの面が決まったあとすぐに胴が決まったのですごいと思いました。」「權田くんの面が決まったあとすぐに胴が決まったのですごいと思いました。」「權田くんの面が決まったあとすぐに胴が決まったのですごいと思いました。」

新井（父）さん新井（父）さん新井（父）さん新井（父）さん

「５年生の記録係をやらせていただきました。２人で決勝まで進んで記録係も忙しかったです。「５年生の記録係をやらせていただきました。２人で決勝まで進んで記録係も忙しかったです。「５年生の記録係をやらせていただきました。２人で決勝まで進んで記録係も忙しかったです。「５年生の記録係をやらせていただきました。２人で決勝まで進んで記録係も忙しかったです。

みんながんばりました。感動しました。」みんながんばりました。感動しました。」みんながんばりました。感動しました。」みんながんばりました。感動しました。」

馬場（母）さん馬場（母）さん馬場（母）さん馬場（母）さん

「初めて試合に出場させていただきました。とてもよい刺激になったようです。引き続き「初めて試合に出場させていただきました。とてもよい刺激になったようです。引き続き「初めて試合に出場させていただきました。とてもよい刺激になったようです。引き続き「初めて試合に出場させていただきました。とてもよい刺激になったようです。引き続き

コツコツと日々の練習に励んでいって欲しいです。係の方、お世話になりました。コツコツと日々の練習に励んでいって欲しいです。係の方、お世話になりました。コツコツと日々の練習に励んでいって欲しいです。係の方、お世話になりました。コツコツと日々の練習に励んでいって欲しいです。係の方、お世話になりました。

ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」

種田（母）さん種田（母）さん種田（母）さん種田（母）さん

「各コートからの緊張感がひしひしと感じられ、皆本当にがんばったと思います。」「各コートからの緊張感がひしひしと感じられ、皆本当にがんばったと思います。」「各コートからの緊張感がひしひしと感じられ、皆本当にがんばったと思います。」「各コートからの緊張感がひしひしと感じられ、皆本当にがんばったと思います。」

小松田（母）さん小松田（母）さん小松田（母）さん小松田（母）さん

「ありがたいことに記録係のお役をいただきまして、上手くできるかそればかりでドキドキして「ありがたいことに記録係のお役をいただきまして、上手くできるかそればかりでドキドキして「ありがたいことに記録係のお役をいただきまして、上手くできるかそればかりでドキドキして「ありがたいことに記録係のお役をいただきまして、上手くできるかそればかりでドキドキして

おりました。子どもたちみんながあちらこちらでがんばっていて、とてもうれしかったです。おりました。子どもたちみんながあちらこちらでがんばっていて、とてもうれしかったです。おりました。子どもたちみんながあちらこちらでがんばっていて、とてもうれしかったです。おりました。子どもたちみんながあちらこちらでがんばっていて、とてもうれしかったです。

試合の合間に声をかけて応援している姿がとても微笑ましかったです。試合の合間に声をかけて応援している姿がとても微笑ましかったです。試合の合間に声をかけて応援している姿がとても微笑ましかったです。試合の合間に声をかけて応援している姿がとても微笑ましかったです。

ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」

河内（母）さん河内（母）さん河内（母）さん河内（母）さん

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

河内（母）さん河内（母）さん河内（母）さん河内（母）さん

「大きな体育館で、大勢の剣士達に母は少し緊張気味でしたが、駒剣の皆さんが元気よくて、「大きな体育館で、大勢の剣士達に母は少し緊張気味でしたが、駒剣の皆さんが元気よくて、「大きな体育館で、大勢の剣士達に母は少し緊張気味でしたが、駒剣の皆さんが元気よくて、「大きな体育館で、大勢の剣士達に母は少し緊張気味でしたが、駒剣の皆さんが元気よくて、

とても良かったと思います。聡志も日頃の練習の成果が出せてとても良かったと思います。とても良かったと思います。聡志も日頃の練習の成果が出せてとても良かったと思います。とても良かったと思います。聡志も日頃の練習の成果が出せてとても良かったと思います。とても良かったと思います。聡志も日頃の練習の成果が出せてとても良かったと思います。

これも先生方をはじめとする皆様のおかげです。ありがとうございました。」これも先生方をはじめとする皆様のおかげです。ありがとうございました。」これも先生方をはじめとする皆様のおかげです。ありがとうございました。」これも先生方をはじめとする皆様のおかげです。ありがとうございました。」

森田（母）さん森田（母）さん森田（母）さん森田（母）さん

「昨年は娘の発熱のため、あまり応援できませんでしたが、今年はじっくりと観戦することが「昨年は娘の発熱のため、あまり応援できませんでしたが、今年はじっくりと観戦することが「昨年は娘の発熱のため、あまり応援できませんでしたが、今年はじっくりと観戦することが「昨年は娘の発熱のため、あまり応援できませんでしたが、今年はじっくりと観戦することが

でき、うれしく思っています。皆、のびのびとそして堂々と試合に臨んでいました。感動をでき、うれしく思っています。皆、のびのびとそして堂々と試合に臨んでいました。感動をでき、うれしく思っています。皆、のびのびとそして堂々と試合に臨んでいました。感動をでき、うれしく思っています。皆、のびのびとそして堂々と試合に臨んでいました。感動を

ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」ありがとうございました。」

渡邉（父）さん渡邉（父）さん渡邉（父）さん渡邉（父）さん

「今年の１月から始めた剣道、初めての大会出場に緊張して見ていましたが、本人は「今年の１月から始めた剣道、初めての大会出場に緊張して見ていましたが、本人は「今年の１月から始めた剣道、初めての大会出場に緊張して見ていましたが、本人は「今年の１月から始めた剣道、初めての大会出場に緊張して見ていましたが、本人は

落ちついており、期待しましたが残念ながら一回戦で負けてしまいました。次の試合では、落ちついており、期待しましたが残念ながら一回戦で負けてしまいました。次の試合では、落ちついており、期待しましたが残念ながら一回戦で負けてしまいました。次の試合では、落ちついており、期待しましたが残念ながら一回戦で負けてしまいました。次の試合では、

今大会をよい経験にして頑張って欲しいです。今大会をよい経験にして頑張って欲しいです。今大会をよい経験にして頑張って欲しいです。今大会をよい経験にして頑張って欲しいです。

大西（母）さん大西（母）さん大西（母）さん大西（母）さん

「駒剣の子はみんな真っ直ぐな打ちをしててすごいと思いました。試合も応援も頑張って「駒剣の子はみんな真っ直ぐな打ちをしててすごいと思いました。試合も応援も頑張って「駒剣の子はみんな真っ直ぐな打ちをしててすごいと思いました。試合も応援も頑張って「駒剣の子はみんな真っ直ぐな打ちをしててすごいと思いました。試合も応援も頑張って

ました。稲森先輩、中牟田先輩の試合と、有田先輩の優勝決定戦がほぼ同時に行われました。稲森先輩、中牟田先輩の試合と、有田先輩の優勝決定戦がほぼ同時に行われました。稲森先輩、中牟田先輩の試合と、有田先輩の優勝決定戦がほぼ同時に行われました。稲森先輩、中牟田先輩の試合と、有田先輩の優勝決定戦がほぼ同時に行われ

ましたが、一番遠くにいた有田くんの優勝が決まった瞬間、駒剣の子どもが一斉に立ちましたが、一番遠くにいた有田くんの優勝が決まった瞬間、駒剣の子どもが一斉に立ちましたが、一番遠くにいた有田くんの優勝が決まった瞬間、駒剣の子どもが一斉に立ちましたが、一番遠くにいた有田くんの優勝が決まった瞬間、駒剣の子どもが一斉に立ち

あがって拍手を送っていました。改めて駒剣の仲間っていいなあと感じ、感謝です。」あがって拍手を送っていました。改めて駒剣の仲間っていいなあと感じ、感謝です。」あがって拍手を送っていました。改めて駒剣の仲間っていいなあと感じ、感謝です。」あがって拍手を送っていました。改めて駒剣の仲間っていいなあと感じ、感謝です。」

石田（母）さん石田（母）さん石田（母）さん石田（母）さん

「初めての大きな試合で緊張してちゃんとできるか心配でしたが、がんばって前に出れたので「初めての大きな試合で緊張してちゃんとできるか心配でしたが、がんばって前に出れたので「初めての大きな試合で緊張してちゃんとできるか心配でしたが、がんばって前に出れたので「初めての大きな試合で緊張してちゃんとできるか心配でしたが、がんばって前に出れたので

よかったです。」よかったです。」よかったです。」よかったです。」
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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！！

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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“アキレス腱切れちゃったけど、つながりました！”“アキレス腱切れちゃったけど、つながりました！”“アキレス腱切れちゃったけど、つながりました！”“アキレス腱切れちゃったけど、つながりました！”つながりで、バトンを預かりました

成人会員 太田康予です。

今年になって入会された方々にはまだお会いしていませんね。

それもそのはず、今年平成２３年１月１１日に埼玉大学寒稽古Xデー、6:20、

帰宅寸前の一本で右アキレス腱(普通の稽古の場合は左アキレス腱)を断裂致しまして、

手術、入院などしてずっと療養中だったのです。

その入院中、ふと思い出した事がありました。

それは、“私が小学校２年の頃、母に頼んで剣道教室を見学に行ったことがあった！”

という事です。思い出した事にビックリでした。

この記憶は、今24歳と22歳の娘たちが本太中学校の剣道部だった時も、

今中2の娘が剣道を始めた時も、一度も思い出したことがなかったのでした！

ちなみに、Ｘデーとは・・・埼玉大学の寒稽古期間中に

１日だけある、竹刀の持ち方から踏み込みまで、

すべて左右逆にして稽古を行う日のことです。

今月の走者は太田康予さん。よく稽古に来てくださるＯＧの太田智子先輩のお母様ですね。

実は、お怪我で療養中のためお稽古もお休み中ですが、心よくバトンを引き継いでくださいました。

ありがとうございます！やはり、お話はその辺のことでしょうか・・・(^_^;)

それでは、太田さん、よろしくお願いいたしま～す(^^)/

本当に一度だけ見学に行ったのです！

そして、小学生がみんな裸足で寒い中稽古しているのをみて

「私に裸足は無理だ」と、諦めてそれっきりになり、忘れてしまっていたのでした。

実は小学生の頃の私にとって、人前に裸足でいるということは泣きたいくらい‘いや’な事でした。

それは、私の足のやけどのあとを見られたくなかったからです。

私は１歳半の時に足首から下に熱湯をかぶり、大やけどをして、記憶になくて幸いですが、

全身麻酔による皮膚移植手術を受けたので、知能が遅れるかもとか、移植が失敗すれば

足の甲の成長がないので、歩けなくなるとも医師からは言われ、両親は覚悟したそうです。

一応手術は成功したものの、幼児の柔らかい足に長期に渡って包帯をぐるぐる巻きにしていた為、

右足の外側２本の指が少しずれてしまいました。

そのずれた指とやけどのケロイド、そして移植のあとを物心ついた頃から人に見られたくないと

思うようになって、小学校の身体測定では片足を、ずれた指の上に重ねて立ったり、家の目の前の

海に泳ぎにゆく時も、サンダルを脱いだら、海に入る直前まで熱い砂に足を埋めるようにして

走っていきました。

みんなが私の足を見ているように思えたのです。
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両足の歩行と成長は順調でしたが、霜のおりない三浦半島なのに１０月位から３月頃まで、

なぜか一年の半分はしもやけで、足の指が赤紫色に腫れあがっていました。

なので、裸足の剣道は足を見られたくない上にしもやけもあって、私には絶対無理な

お稽古だったのに、なぜ自分から母に頼んで見学に行ったのか、裸足ですることも知らずに

なぜしたいと思ったのか、これに関しては今もよくわからないままです。

剣道を見学の一瞬で諦めたその後、小学校５年の時の転校を機に、本当に有難い

出会いがありました。

足は２３センチにまで成長し、小さい頃よりは移植した皮膚も馴染んで目立たなくなって

いましたが、依然として私が気にしているのを母は知っていて、先生に伝えてあったらしく、

身体測定の前に呼ばれました。

先生は、１年上の学年の方がバスケット部に入って練習しているところに私を連れて行って、

一緒に見ながらいわれました。

「あの子は生まれたときから片手がなかったんです。でも、とても元気に、誰より楽しんで

バスケットを練習しています。あなたは何も気にすることはないです。誰も気にしません。」と

私はその瞬間、何て些細なことを気にしてきたのだろうと

気づくことができました。

今書いていても有難くて涙がでてきます。

その後も、学生時代はずっとしもやけで、冬は暖まるとかゆくて

よい師との出会いは

かけがえのない

人生の財産ですね～

その後も、学生時代はずっとしもやけで、冬は暖まるとかゆくて

足をふみふみ過ごしていました。

こうして、私が再度剣道に出会う準備はできていたのです。

二年前の駒剣文集に書かせて頂いたように、有難くも、長女、次女を

通して剣道を知り、三女を通して私は剣道を始める事ができました。

そして、昨年12月に一級をいただいて、2月に初段！

と気合の入りすぎていた矢先、このアキレス腱断裂となりました。
出産を除くとやけど以来の手術、入院となりました。

今回も指のずれている右足のアキレス腱です。

先祖に、右足のけがが原因で戦線離脱した足軽か誰かいたのでしょうか？

これでもか！と痛めつけられながら、もう歳も歳だし！再断裂しちゃうかも！

二度あることは三度ある！とあちこちから心配する声が聞こえてくるのですが、

何故か、今回は諦めてはいけないのでは！！という思いがわいてくるのです。

ビバ！出産！！

女の人は、赤ちゃんを産むと

とっても頑張ってたのに

あ、足軽ですか・・・

こんな感じ？
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田村先輩は２０歳で半年で復帰されたと伺いましたが、私はその倍以上の年齢なので、

9ヵ月では早急かと思うのですが、このように書き留める機会もいただき、

娘に、「自分が稽古すれば、決まった一本が何だったのかわかるようになるよ！」と言われ、

知りたい，わかりたい一心ではじめた剣道でしたが、

様々ある武道の中でも剣道である縁、長く４０年ほどの年月を経て、

それでも再び剣道に帰着する縁に、如何してもこの道をいかせたい意思があり、

この道でしか得られない出会いや思いがあるように感じてきました。

この歳で何ができるのか、望まれているのか、もちろん技ではなく、

心の持ちようなのでしょう。

ならば、せっかく頂いた縁を自分から諦めたり、断ち切ったりするのは

やめようと思うのです。

始める事を試された次は、感謝して続ける事でしょうか？

数ある道場の中でも浦和のここ、駒剣で出会えた、きっと背景的には

武家の方々が（笑）、“共にいきましょう、ゆっくりでいいですよ”と言って

下さっているので、その大きな器に感謝して精進していこうと思うのです。

長くなりましたが、このように考えてくると、私はいつも病気ではなく、

けがで済んで本当に有難いことと思えてきます。

共に参ろうぞ！

みたいな？

う～ん、たしかに！

今、なんの技で決まった

の？

って、思いますよね。

ケガしちゃった！！と考えるか、

ケガですんでよかった！と考えるか、

何でも心の持ちようということでしょうか・・・

なんかスゴイです。

皆様にも知れ渡ってしまったのをバネとし、10月から少しずつ、また一からの心情で、

諦めず始めていきたいと思っております。

あぁ～書いてしまいました！！

小学生会員、そしてOB,OG,成人会員の皆様、

よく足がつったり、息切れなどして休んでいるおばさんがいると思いますが、それは私です。

そんな時はそっと見守って下さると有難いです。

これからも宜しくお願い致します。

それでは、次は今年の剣道教室後に入会された斎田さんにお願いしたいと思います。

斎田さん！ バトン受け取ってください！！

あは、カワイイ♪

ハイ、書いちゃいましたね～(*^。^*)

太田さんの真っ直ぐな気持ちが伝わってきて、日頃の忙しさにちょっと乾燥ぎみの私の心が

ちょっとしなやかにじんわりと温かくなったような気がしました。

その真っ直ぐなお気持ちはやっぱり御先祖に武家の方がいらっしゃったのでしょうか？！

太田さん、すてきなお話をありがとうございました。どうぞ無理せず、ゆっくりと稽古に復帰してください

ね！

というわけで、斎田パパさ～ん！バトン渡りました～！！
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今月２７日（木）の稽古日に体験の稽古会を行います。

剣道への理解と子どもの気持ちを知り、家族の会話に花が咲く、・・・そんな収穫を期待します。

貸し防具の数の関係上、現５年生、６年生の保護者の方が対象です。

特に６年生の保護者の方には多く参加していただき、卒業前に親子で駒剣の思い出を作って

もらえたらと思います。

子どもたちは、通常どおり稽古に参加してください。

＜お母さん・お父さんの剣道体験稽古会のご案内＞＜お母さん・お父さんの剣道体験稽古会のご案内＞＜お母さん・お父さんの剣道体験稽古会のご案内＞＜お母さん・お父さんの剣道体験稽古会のご案内＞

尾島尾島尾島尾島 寿子寿子寿子寿子

日時日時日時日時 10101010月月月月27272727日（木）日（木）日（木）日（木） 午後５：００～７：００午後５：００～７：００午後５：００～７：００午後５：００～７：００

会場会場会場会場 駒場体育館駒場体育館駒場体育館駒場体育館 剣道場剣道場剣道場剣道場

集合集合集合集合 午後４：３０午後４：３０午後４：３０午後４：３０

持ち物持ち物持ち物持ち物 飲み物、汗拭きタオル飲み物、汗拭きタオル飲み物、汗拭きタオル飲み物、汗拭きタオル

内容内容内容内容 剣道着、袴、防具をつけて稽古を体験します。剣道着、袴、防具をつけて稽古を体験します。剣道着、袴、防具をつけて稽古を体験します。剣道着、袴、防具をつけて稽古を体験します。

※※※※ 上記の用具と竹刀、手ぬぐいはこちらで用意します。上記の用具と竹刀、手ぬぐいはこちらで用意します。上記の用具と竹刀、手ぬぐいはこちらで用意します。上記の用具と竹刀、手ぬぐいはこちらで用意します。

対象者の方々にご案内書を配布いたします。対象者の方々にご案内書を配布いたします。

出欠表を10月20日（木）までに、真砂さん、またはお当番さんに提出お願いします。

人数が不足する場合、４年生の保護者の方にも声掛けすることがありますのでご了承ください。

☆☆☆☆☆☆☆☆ 前回前回前回前回（2009年１０月）参加者の感想より参加者の感想より参加者の感想より参加者の感想より ☆☆☆☆☆☆☆☆

「本当にありがたい経験でした。本当にありがたい経験でした。本当にありがたい経験でした。本当にありがたい経験でした。

袴をはいたときは、身が引き締まる気分でしたが、

防具をつけると身動きがとれなくて自分の身体で

ないような感じ・・・。 面を打てたときは、非常に

うれしかったです。 普段、子どもたちは暑いときも

寒いときも、こんな思いでがんばっているのかと

つくづく感心いたします。」

「とても楽しい二時間でした♪「とても楽しい二時間でした♪「とても楽しい二時間でした♪「とても楽しい二時間でした♪

やっぱりスポーツや観ているよりやったほうが好きです！

そして先生方、子どもたちの動きの良さに脱帽(^_^;)」

「見るとやるとは大違い！「見るとやるとは大違い！「見るとやるとは大違い！「見るとやるとは大違い！

息子に「もっと動かなくちゃ！」とか「攻めろ！」

とか、偉そうに言っていた私ですが、 以前まで

とはちょっとだけ、子どもの剣道を見る目も変わる

と思います。」

みなさん、お誘い合わせの上、ご参加くださいね(*^。^*)

「ぼくのお母さんを見ていると「技」もよかった

ですが、「声」もすごくいいと思いました。

ぼくのお母さんも剣道を始めると強くなり

そうです。」

「お母さんのけいこはとてもおもしろかったです。

お母さんのけいこは、いがいと上手でした。」

「初めて竹刀を握って面をつけて、いきなり

試合をしたのに、きれいに面を打てている人も

いたのでおどろきました。楽しかったです。」

☆☆☆☆☆☆☆☆ 子どもたちの感想より子どもたちの感想より子どもたちの感想より子どもたちの感想より ☆☆☆☆☆☆☆☆

めったにできない体験です。

楽しいよ♪
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１（土） ２部制 １部 初心者・低学年 １：００～３：００

２部 その他 ３：００～５：００

６（木） 通常どおり ５：００～７：００

８（土） ２部制 １部 初心者・低学年 １：００～３：００

２部 その他 ３：００～５：００

１３（木） 通常どおり ５：００～７：００

１５（土） ２部制 １部 初心者・低学年 １：００～３：００

２部 その他 ３：００～５：００

【【【【小学生経験者小学生経験者小学生経験者小学生経験者】】】】

市川市川市川市川 くんくんくんくん 小４年 （連絡網は後藤姉弟の次）

お 知 ら せ

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

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

※山口くんは都合により、退会されました。

山口君、どうぞお元気でね！！今まで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！

土曜日の２部制は今月いっぱいです。

食欲の秋

２部 その他 ３：００～５：００

１６（日）１６（日）１６（日）１６（日） 東京都北区剣道大会東京都北区剣道大会東京都北区剣道大会東京都北区剣道大会 北区滝野川体育館北区滝野川体育館北区滝野川体育館北区滝野川体育館（上中里駅から徒歩５分）

出場予定選手 小学生：權田優樹、小松田聖流、加藤愛佳、有賀真菜、河内聡志、長谷部颯太、

權田陽樹、真砂歩、真砂智、三浦柊、北嶋柊一、新井駿太、本田青一郎、

山﨑彩香、森渉、本荘日向、松本駿平、種田祥吾

成人：本荘先生、尾島先生、古澤さん、近藤（千）さん、田村さん、

近藤（英）さん、本田さん、羽鳥先輩、

選手のみなさん、がんばってください！！

２０（木） 通常どおり ５：００～７：００

２２（土） ２部制 １部 初心者・低学年 １：００～３：００

２部 その他 ３：００～５：００

２３（日）２３（日）２３（日）２３（日） 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 上尾県立武道館上尾県立武道館上尾県立武道館上尾県立武道館

出場予定選手 松本駿平、森渉、本田青一郎、河内聡志、西村奎吾

選手のみなさん、がんばってください！！

２７（木） お母さん・お父さんの剣道体験稽古会お母さん・お父さんの剣道体験稽古会お母さん・お父さんの剣道体験稽古会お母さん・お父さんの剣道体験稽古会

ちょっとだけ、体験してみませんか？子どもたちの苦労がよく分かるようになるかも？！

稽古は通常どおり ５：００～７：００

２９（土） ２部制 １部 初心者・低学年 １：００～３：００

２部 その他 ３：００～５：００

やっぱり稽古の秋
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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

３（木・祝日）３（木・祝日）３（木・祝日）３（木・祝日） 稽古はお休み稽古はお休み稽古はお休み稽古はお休み

５（土） 通常どおり ３：００～５：００

１０（木） 通常どおり ５：００～７：００

１２（土） 通常どおり ３：００～５：００

１７（木） 通常どおり ５：００～７：００

１９（土） 通常どおり ３：００～５：００

２３（水・祝）２３（水・祝）２３（水・祝）２３（水・祝） 鳩ヶ谷市秋季剣道大会鳩ヶ谷市秋季剣道大会鳩ヶ谷市秋季剣道大会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。

２４（木） 通常どおり ５：００～７：００

２６（土）２６（土）２６（土）２６（土） 駒剣駒剣駒剣駒剣 保護者会保護者会保護者会保護者会 ３：３：３：３：15151515～５：００～５：００～５：００～５：００ （体育館２Ｆ（体育館２Ｆ（体育館２Ｆ（体育館２Ｆ 会議室）会議室）会議室）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、みなさま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 土曜日は全員３時～５時の稽古になります。

２４（土） 駒剣クリスマス会♪ １：００～５：００

ゲームあり、プレゼント交換あり、４色対抗団体戦ありの楽しさ盛りだくさん！

予定をあけておいてね！

（この日が平成２３年稽古納めになります。）

今月の星やん武芸帳は都合によりお休みです。星野さん、またよろしくお願いいたしますm(__)m
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