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稽古    木曜日 17：00～19：00 通常通り 

             土曜日 13：00～15：00 短期剣道教室   

15：00～17：00 通常通り 

 

 

 

 

 

稽古    木曜日 17：00～19：00 通常通り 

             土曜日 15：00～17：00 通常通り 

     ❏21 日(土) 夏合宿説明会（駒場体育館 2Ｆ会議室） 
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平成 24 年 6 月号 駒場剣友会 

❏16 日（土）全日本都道府県対抗少年剣道大会埼玉県予選 

＠県立武道館/上尾 

❏17 日（日）浦和少年剣道大会＠大宮武道館 
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 ６月になりました。梅雨入りはまだ先のようですが、このところ雷をともなった激しい雨が降る日が多かったで

すね。天候同様、先の週末はイタリアで開催された世界選手権大会の結果が気になりましたが、男女の団体戦・個

人戦、順当にすべて日本が優勝し、ほっとしました。 

 

 さて、話題の一つ目は５月１３日（日）に行われた「北区青少年剣道大会」についてです。午前に行われた学年

別個人戦では、真砂歩君、長谷部颯汰君、宍戸和馬君、北嶋柊一君、新井駿太君、真砂智君、真砂裕先輩と７名の

選手が３位に入賞しました。入賞は立派な成績ですが、もう一歩先に進めないもどかしさも感じました。その他の

選手も含めて、先に１本取ったのにそのあと不用意に間合いに入って取り返されたり、せっかく取り返したのにす

ぐまた決められ敗退する姿が見られました。素直というか単調というか、もったいない試合がいくつかありました。 

 午後の団体戦は、先鋒小４以下、中堅小６以下、大将中学生という構成の３人制の試合で、西村奎吾君、真砂智

君、有田楽先輩のＡチームと小松田聖流君、新井駿太君、真砂裕先輩のＢチームが参加しました。どちらも第１試

合は３－０で圧勝、特にＢチームの相手は鳩ヶ谷の大会でお馴染みの実力十分の新郷チーム、よくぞ完勝したと感

心しました。Ｂチームは次の試合で敗れましたが、Ａチームは快進撃が続きました。切り込み隊長の西村君の抜き

面が何本も炸裂し、常に試合を優位に進めることができました。智君、有田先輩の両名もいいところで活躍してく

れました。決勝戦は個人戦でも多くの上位者を出した下鎌田チーム。先鋒有効打なし、中堅は１本と思われる技が

ありましたが２本負け、大将が先に１本取りもう１本取れば代表戦というところまでいきましたが、残念、そこま

でとなりました。それにしても、３６チームもの中での準優勝ですから素晴らしい健闘です。今月１７日の浦和剣

道大会に向けて、いい流れが作れました。この日は「母の日」でした。たくさんのお母さん方が応援してくれまし

たが、子どもたちからのよきプレゼントになりました。今度はよき「父の日」となることを期待しています。 

 来年度は、日本剣道形の試合にもエントリーしたいと思います。歩君が早速「出たい！」と言ってきました。稽

古を積み力をつけて試合に臨みましょう！ 

 

 今日、明日、明後日と、中学校の学校総合体育大会剣道の部さいたま市予選会が行われます。団体戦は男子５０

校、女子４６校から各７校の、個人戦は男子４２０人、女子３２０人から各３５人の県大会出場枠を争います。そ

こからさらに関東大会、全国大会とつながっていきます。厳しい戦いになることは必至ですが、駒剣ＯＢ・ＯＧは

活躍してくれると確信しています。駒場の道場で基礎を築いた剣が中学校でどう鍛錬されたか、今日、明日と審判

をしながら見届けたいと思います。 

 

 剣道教室の半分が終わりました。大勢で元気よく稽古に励んでいます。竹刀を振る姿が様になってきました。今

回の教室は、お父さん・お母さんの参加が多くうれしいです。また、駒剣小学生のお手伝いが多いのも頼もしいで

す。暑くなってきて防具をつけての稽古は厳しくなりますが、残り半分もよろしくお願いいたします。 

 

ここのところ社会人になっている関口先輩がよく稽古に来てくれています。また、脇田君、種田君、そして原山

中 1 年生の先輩らが卒業しても駒剣、修道館に顔を出してくれます。うれしいことです。いつの時代もＯＢ・ＯＧ

が足を向けてくれる剣友会でありたいと願っています。引き続きのご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

本荘先生からのお言葉本荘先生からのお言葉本荘先生からのお言葉本荘先生からのお言葉    
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【【【【AAAA チームチームチームチーム 1111 回戦】回戦】回戦】回戦】    

 

    

【【【【AAAA チーム２回戦】チーム２回戦】チーム２回戦】チーム２回戦】    

 

    

【【【【AAAA チームチームチームチーム 3333 回戦回戦回戦回戦】】】】    

    

 
5555 月月月月 13131313 日日日日((((日日日日))))    

＠＠＠＠滝野川体育館滝野川体育館滝野川体育館滝野川体育館    
北区青少年 剣道大会 
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【【【【AAAA チーム準決勝】チーム準決勝】チーム準決勝】チーム準決勝】    

 

 

【【【【AAAA チーム決勝】チーム決勝】チーム決勝】チーム決勝】    

    

    

【【【【BBBB チーム１回戦】チーム１回戦】チーム１回戦】チーム１回戦】    
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【【【【BBBB チーム２回戦】チーム２回戦】チーム２回戦】チーム２回戦】    

    

                          

３年生３年生３年生３年生 

長谷部長谷部長谷部長谷部くんくんくんくん    

 メ メ－     山田（神剣会）… 積極的な面打ち相手の打った後の面止まったところ（２本とも）  

    － メ メ 永田（下鎌田）… 打ちに行くところを相手の面。相手の返し抜（面）が上手 二本目。 

權田權田權田權田さんさんさんさん    

 不戦勝－     宮田（赤警少） 

 メ  － メ メ 武岡（川口北）… よく動く相手。負けずによく打って出ました。 

                   相手は三試合目。本人は一試合目だったので 

その差かな？ 

４年生４年生４年生４年生 

西村西村西村西村くんくんくんくん    

 メ コ－     秋山（下鎌田）… 出だし元気に打ち合い。相面で一本先取。しばらく打ち合い。 

出ばなの小手。元気よく試合が出来ました。 

 メ メ－     西村（滝小剣）… 気合い一発面抜き面。打ち合いから面抜き面。 

                   相手をよく見ておちついた試合でした。 

    － ド   堀江（静浄院）… ３試合目。つかれを見せずいい気合い。相手の動きをよく見て 

技を返す。延長戦に入り、相手の面を返そうとしたところ相手 

の胴。惜しかった。お疲れ様でした。 

小松田小松田小松田小松田くんくんくんくん                

－ メ   石ケ森（赤警少）…試合開始、大きな声が出て気合いは十分。積極的に技を出す。    

お互い居ついた状態から面の打ち合いで一本取られた。その後も 

積極的に打って出た。惜しい抜き面もあったが時間切れ。残念。  
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有賀有賀有賀有賀さんさんさんさん    

    －ド メ  伊藤（静浄院）… 第一試合のスターターでいい面も出ていたのに体が動ききれず 

残念です。次回いつもの技をどんどん出せるよう頑張って下さい。 

加藤加藤加藤加藤さんさんさんさん        

不戦勝－     平田（文化少） 

   － メ メ 高木（鳩ケ谷）… 惜しい胴もありましたが、相手が素早い攻撃で残念！！ 

５年生５年生５年生５年生    

河内河内河内河内くんくんくんくん    

 メ  －     野崎（喜沢剣）… 相手もしっかりした剣道をしていました。攻めていました。 

 メ  － メ メ 西田（静浄院）… いいところがたくさんあったのですが、相手も強くて後半、 

面を決められてしまいました。 

權田權田權田權田くんくんくんくん    

メ  －    工藤（静浄院）… やりずらそうな相手でした。延長できれいなひき面が決まりました。 

－ メ   小林（豊島剣）… 押されて場外に出てしまいました。攻めていました。立派です。 

真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん        ３位３位３位３位 

メ  －     伊田（鳩ケ谷）… 延長できれいな面を打って、残心をしっかりしていました。 

メ コ－     永野（静浄院）… じっくり攻めてくる相手に対し、小手をしっかり決めて勝ちました。 

   － メ   小林（豊島剣）… 場外に転んでひざを打ってしまいましたが、痛みに負けず頑張りました。 

長谷部長谷部長谷部長谷部くん３位くん３位くん３位くん３位 

 メ メ－     木賊（城北剣）… よく前に出ていました。きれいな面２本続けて決まりました。 

 メ  －     大熊（豊島剣）… 積極的にくる相手をよくみてかわしてきれいに面が入りました。 

    － メ メ 小櫃（安行剣）… 相面続けてとられました。相手のほうがわずかに早かった。 

安安安安部部部部くんくんくんくん    

    － メ メ 小薬（安行剣）… 相手にきれいに２本決められましたが、前に出てました。デビュー戦、

緊張していましたが、よく声が出ていました。 

６年生６年生６年生６年生 

大西大西大西大西くんくんくんくん    

    － メ メ 浜中（下鎌田）… 開始直後面を入れられたが、その後気合い十分惜しい引き面があった！

残念。 

新井新井新井新井くんくんくんくん ３位３位３位３位 

 コ メ－     坂庭（堀青剣）… 一本目。完璧な小手が入った。二本目は責め合いの少しの間できれいな

面が入った。 

 メ  －     伊藤（喜沢剣）… くっついてくる相手。上手に間合いをとって面が決まった。気合い充分！ 

 メ  －     太田（新郷剣）… 守りの上手な相手。なかなかきれいな一本が出ず、延長に入って本来の

力強い面が決まった。 

    －メ コ  松崎（下鎌田）… 声はよく出ていて互角の相手。惜しい面や小手もあったが、相手の技が

一歩早く決まった。 

谷口谷口谷口谷口くんくんくんくん    

    －判    小泉（安行剣）… 始めからよく声が出ていた。相手も強かったが、打ち合いでも前に出て

とてもよかった。 
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宍戸宍戸宍戸宍戸くんくんくんくん    ３位３位３位３位 

 メ  －     近 （文化少）… 後半から攻めが出てきました。すばらしい面でした。 

 メ  －     花野（赤警少）… すばらしい出頭面でした。少し下がり気味でした。 

    －メ メ  内田（田端剣）… 少し相手を見すぎた。相手の面は上手だった。 

北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん ３位３位３位３位 

 メ  －     大川（王警剣）… 相手をよく見て打てました。 

 コ  －     加藤（谷塚剣）… 面の得意な相手を見極めて出小手。すばらしい。 

    －メ    宮澤（豊島剣）… おしい面が何本かあった。つばぜり合いからどうすれば相手を下がらせ

るか？考えよう。 

馬場馬場馬場馬場くんくんくんくん    

 メ  －     渡部（浮武錬）… 攻めもあった。基本に忠実なすばらしい面でした。 

    －メ メ  宮澤（豊島剣）… 相手の攻めに防戦でした。どうすれば逆になれるか？考えよう。 

森田森田森田森田くんくんくんくん    

 判  －     佐古（谷塚剣）… お互いに積極的に打ってました。中心をがんばって攻めてました。 

    －コ メ  塩塚（下鎌田）… 動きの早い相手でした。面はうちまけていませんでした。少し小手技が

使えると優利に戦えそうです。 

渡邉渡邉渡邉渡邉くんくんくんくん    

    －メ    荒井（谷塚剣）… がんばって攻めてました。もう少し大きく振れると面に入りそうです。 

真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん 3333 位位位位 

 メ メ－     清水（滝警少）… たても横も大きい相手でした。初太刀で見事に面。完勝。 

 コ メ－メ    待井（喜沢剣）… 上背のある早い相手でしたが、小手で先行。面を取られましたが、延長

で落ち着いて面。よく勝ちました。 

    －コ    佐藤（蕨南剣）… やたらとくっついてくる相手でした。何本か面が入った様に見えたので

すが、残念。 

山﨑山﨑山﨑山﨑さんさんさんさん    

 メ  －     中島（建武会）… 相面きれいに決まりました。やりにくい初心者らしい相手でした。 

 メ  －コ ド  高木（鳩ケ谷）… 相面で先に取りましたが少し遠慮してしまったようです。 

もっとガツガツいきましょう。 

有田有田有田有田さんさんさんさん    

    －メ メ  山田（鳩ケ谷）… 大きくやりにくい相手でした。いい技も出していましたが、終始おされ

気味。自分で試合のリズムを作りもっと前に！！ 

中学３年生中学３年生中学３年生中学３年生    

有田有田有田有田くんくんくんくん    

    －メ    阿部（蕨南剣）… 相手は特別強いというわけではなかったが負けてしまった。もっと面で

せめていきたい。 

真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん ３位３位３位３位 

メ   －     渡部（蕨南剣） 

メ コ －     鈴鹿（清和剣）         こまけん HPにも試合などの素敵な写真が 

    －メ    長島（豊島剣）         たくさん掲載されています。  

                      ぜひご覧ください！ 
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－団体戦－ 準優勝      

先鋒 西村西村西村西村くんくんくんくん 

   僕が団体戦で準優勝できたのは、智くんや楽先輩のおかげです。僕は決勝戦で自分から攻めずにいたので 

分けてしまいました。今度は全勝、2 本勝ちで勝ち抜きたいと思います。応援ありがとうございました。 

  

中堅 真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん 

  良かったことは、自分から出られたこと。 

  悪かったことは、自分から出すぎてしまい相手にすきを作ってしまったこと。次からは自分から出すぎない 

ようにする。 

大将 有田有田有田有田くんくんくんくん    

  今回の北区の大会では、団体戦で二位になることが出来ました。個人戦では一回戦負けで、試合後僕はとても

落ち込んでいました。 

しかし、団体戦が始まり、先鋒の西村と中堅の真砂智が三回戦まで二人で勝ってくれて、立ち直ることが出来

ました。二人のおかげです。二人に立ち直らせてもらった後の二試合は、大将としての仕事が出来たと思います。 

  決勝では二本とって代表戦で勝てば優勝！という場面で、もう一歩のところで逃してしまいました。 

しかし、この大会で学ばせてもらったことを活かせるよう、これからも頑張りたいと思います。 

 これからもご指導よろしくお願いします。 

 

－個人戦－ 

真砂真砂真砂真砂くんくんくんくん  ３位３位３位３位 

   今回の北区剣道大会に出させていただきありがとうございました。僕は 3 位という結果でした。 

反省点が２つありました。   

① 足がちゃんと動いていない。  

② 自分からせめていない。 

これからの稽古で直していきたいです。6 月１７日の大会でもがんばりたいです。 

 

長谷部長谷部長谷部長谷部くんくんくんくん ３位３位３位３位 

    僕は 3 位に入れて嬉しかったです。でも準決勝で負けてしまい悔しいです。 

2 本負けだったので、次は 2 本勝ちしたいです。 

 

新井新井新井新井くんくんくんくん ３位３位３位３位 

   良かった所…大きな声を出せた。いろいろな技が出せた。 

   悪かった所…個人戦の 4 回戦で松崎くんに面と小手を取られて負けてしまったこと。 

   団体戦の２回戦で勝てなかったことです。これからは、6 月の大会にむけて、勝てるように 

練習してがんばりたいです。 
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宍戸宍戸宍戸宍戸くんくんくんくん ３位３位３位３位 

    最初はどんどん打っていたけど、相手に合わせて面を打てたので良かったです。 

   負けてしまった試合では、相手に攻められて、押されてしまって、2 本とも打たれて 

   しまったのが悔しかった。今度は、こういう事に気をつけて、練習していきたいと思いました。 

 

北嶋北嶋北嶋北嶋くんくんくんくん ３位３位３位３位 

    自分から攻めることができた。しかし相手をあまり見ないで、打ちたい時に打ってしまったので、 

相手を見て、打つ練習をしたい。 

 

真砂（真砂（真砂（真砂（智智智智））））くんくんくんくん    3333 位位位位 

   ～団体戦にコメントをのせています。 

 

真砂（真砂（真砂（真砂（裕裕裕裕））））くんくんくんくん  ３位３位３位３位    

   今日の試合では個人戦、団体戦とも出場させていただきありがとうございました。 

  団体戦ではあまり満足のいく結果は残せませんでしたが、一試合目で「新郷Ａ」に勝っ 

たことは自信を持ってください。個人戦ではいつも打たれるところを今回もまた打た 

れて負けてしまったので、次からは退きぎわに注意し、相手の呼吸を考えて試合したい 

です。 

 

 

Ａチームが決勝戦に進出し、選手はもちろんのこと、会場に居た 

駒剣の皆さんがひとつになり素晴らしい試合でしたね。 

しかし残念ながら最後にお菓子の袋が散らかっていて注意を受けてしまいました。 

お世話になった会場はお礼を込めてきれいにして帰りましょう。 

 

              

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんの真剣な様子が伝わってきますね。 稽古に集中していて立派です！！ 

試試試合合合ををを終終終えええててて・・・・・・・・・   
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お知らせお知らせお知らせお知らせ    

 

        

こまけん便り５月号の新役員紹介の中で、合宿委員の安部聡さんのお名前を、 

誤って安倍さんと記載してしまいました。  

大変失礼致しました。  

 

 

    平成２４年度前期分の会費納入の時期がきました。 

お手紙が配布されますので、期日までにお手続きをお願い致します。 

 

 

    

    

  

 

 

暑くなってきましたね。熱中症の起こりやすい時期です。  

道場でもすでに稽古中に気分が悪くなったお子さんもいます。  

稽古の前後にしっかりと水分補給をしましょう。   

 

運動時におすすめのドリンクは、  

☆スポーツドリンク☆スポーツドリンク☆スポーツドリンク☆スポーツドリンク（倍に薄めると飲みやすくなりますが、少し塩分が足りません。 

水１リットルに対して約１グラムの塩分塩分塩分塩分が必要です！） 

    

あわせて保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤で、熱くなった体を冷やすのも効果的です。各自ご持参下さい。 

お当番さんは保冷剤を多めに保冷剤を多めに保冷剤を多めに保冷剤を多めにお持ちになり、熱中症対策にご協力下さい。  

 

 

 

 

 

試合の際、出場される選手以外の皆様にも応援に来ていただけると嬉しいです。 

お子様にとっては見取り稽古になり、色々な選手の技を学び取るチャンスでもあります。 

また試合の雰囲気を知り、場に慣れておくことも大切です。 

 

保護者の皆様には、無理のない範囲でのお手伝いをお願いいたします。  

お 知 ら せ 

※※※※    お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正お詫びと訂正    

※ 会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い    

熱中症を予防しよう！！熱中症を予防しよう！！熱中症を予防しよう！！熱中症を予防しよう！！ 

試合の応援に来て下さい！試合の応援に来て下さい！試合の応援に来て下さい！試合の応援に来て下さい！            


