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7(木)    17:00~19:00 稽古     
  9(土)    15:00~17:00 稽古 ※修道館はお休み 

19:00~21:00 菅沼鳳雲賞受賞パーティー  
＠ワシントンホテル２階「菜のは」 

10(日)   8:45～    埼玉大学お礼稽古会 
14(木)    17:00~19:00 稽古 
16(土)    15:00~17:00 稽古 
21(木)    17:00~19:00 稽古 
23(土)    13:00~ 
          新･現役員合同役員会（新･現役員のみ）＠駒場体育館２階会議室 

15:00~17:00 稽古（月例試合） 
※月例試合の担当は C グループの皆さんです。お手伝い宜しくお願いします。 

28(木)    17:00~15:00 稽古     
 
 
 
 

2(土)    15:00~17:00 平成 2４年度後期昇級審査会       
   7(木)    17:00~19:00 稽古 
   9(土)    15:00~17:00 稽古 

午後～さくら草旗の選手は強化稽古会 ＠浦高剣道場 
  14(木)    17:00~19:00 稽古 
  16(土)    15:00~17:00 稽古 
  20(水･祝) さくら草旗剣道大会 ＠桜区記念総合体育館    
  21(木)    17:00~19:00 稽古 
  23(土)    13:00~17:00 6 年生を送る会 
                  夜   6 年生の保護者を送る会  
  28(木)    17:00~19:00 稽古  
  30(土)  15:00~17:00 稽古 

村岡杯（対象選手のみ）＠春日部ウィングハット 

ここままけけんんだだよよりり  

平成 25 年２月号 駒場剣友会 
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本荘先生からのお言葉 
 

 
 立春が近づき、日がだいぶ長くなりましたが、まだまだ寒い日が続いています。インフ

ルエンザが流行っています。引き続きこまめに手洗いうがいを行い、健康管理に十分注意

し、休まずに稽古ができる身体をつくりましょう。 
  
さて、今年度の埼玉大学剣道部の寒稽古にもたくさんの駒剣士が参加しました。数字を

あげると、延べ７６９人、実参加者９７人、皆勤者１５人、すごい数です。今回の埼大寒

稽古の延べ参加人数が４，４１４人とのことです。駒剣、けっこうな割合ですよね。剣士

もさることながら、送り迎えの保護者の方もお疲れ様でした。 
 １月１３日（日）に行われた鳳翔剣大会で、駒剣が６年ぶ

り２回目の『菅沼鳳雲賞』を受賞しました。この日私は審判

の検査役として参加しており、その朝の会議で配られた資料

に「菅沼鳳雲賞は、大会中だけでなく寒稽古全体を通して一

番輝いていた団体に贈るものとする」と記載されていました。

参加者の数だけでなく、はやく面を着けて先生方にかかって

いく姿勢やまだ剣道を始めたばかりなのに参加している子が

いること、また、稽古後剣道場でココアを飲みながら埼大生

と戯れる？様子なども含めて、手前味噌になりますが駒剣士

は賞にふさわしいがんばりを見せてくれたと思っています。

２月９日（土）には子どもも大人もみんなでお祝いしましょう。 
 
 寒稽古中の「成人の日」に大雪が降りました。降り積もるにつれ明朝の稽古について心

配する声がメール等で聞こえてきました。特に皆勤している子どもたちにとっては深刻な

問題でした。「歩いてでも参加すると言っている」と聞き、安全を第一に考え無理して行か

ないように、一日参加しなくても皆勤賞であることを連絡しました。子どもたちの寒稽古

にかける気持ちが伝わってきた出来事でした。 
その翌日、剣道場の黒板を見たら、雪の朝の稽古参加者が２６人とありました。埼大生

と何人かの大人だけでの稽古だったようです。その中に駒場剣友会（１）と書いてありま

した。本城通明君が積もった雪の中、一人防具を担いで歩いて参加したとのこと、恐れ入

りました。家が比較的近いとはいえ、あの深い雪を歩くのは大変なことです。病気で入院

したりケガをしたりの今年度でしたが、それゆえに強い気持ちを身につけたのだと感じま

した。彼だけでなく、参加した一人一人が大きな成長を遂げることができました。毎年の

ことですが埼大寒稽古に感謝です。 
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１月２６日、２７日にさいたま市中学校の剣道冬季リーグの審判をしてきました。駒剣

ＯＢ・ＯＧはここでも活躍していました。男子では松本駿平君、森渉君、本多和史君、本

荘日向君が出場した原山中Ａチームが３位に入賞しました。Ｂチームでは須山舜太君がチ

ームを引っ張り、Ⅱ部でベストエイトになりました。原山中の２年生は舘岩のスキー教室

に日程が重なり不在、１年生だけでの上位進出は大健闘でした。女子では中牟田莉奈さん

率いる木崎中Ａチームが３位でした。新人戦２位の実績からすると悔しさもあるかもしれ

ませんが、チームとして立派な戦いができていました。 
６月の大会まであと４か月、どの中学校も日頃の部活動をしっかり行い自信をもって臨

んで欲しいと思います。 
 
６年生は、小学生としてのラスト２か月になります。今日はキャプテン、副キャプテン

を中心に指揮をとってもらいました。３月２０日（祝・水）にさくら草旗剣道大会、３月

３０日（土）に村岡杯と大きな大会が控えています。小学生最後の大会となりますので、

思い出に残る試合

にしてください。５

年生以下も６年生

とたくさん稽古し

ていろいろなこと

を学んでおいてく

ださい。 
 
１２月、１月と行

ってきた駒剣寒稽

古も終了です。１月

末の月例試合も大

変白熱したものに

なりました。よくが

んばりました。ここ

で鍛えた“心技体”

を３月の昇級審査

や大会で発揮でき

るよう、今月も充実

した稽古を駒剣全

員でやっていきま

しょう。 

Ｎｏ 小学生会員 回数 師範・成人会員 回数 ＯＢ・ＯＧ 回数 後援部会員 回数
1 真砂　智 20 本荘　真 20 西　聖仁 5 真砂母 19
2 新井　駿太 17 尾島　寿子 6 石田　陸人 1 真砂父 2
3 本田青一郎 20 山田　節男 1 松浦　宏大 1 本田母 5
4 有田　好 10 新井　孝哉 15 浜野　泰徳 2 有田母 10
5 遠藤　康平 6 新井　美鈴 7 住田　哲郎 3 遠藤母 4
6 大西　弘泰 20 本田　正則 10 中牟田莉奈 8 北嶋母 13
7 北嶋　柊一 20 大西美映子 20 清水宗一郎 4 宍戸母 3
8 宍戸　和馬 20 安部　聡 6 松本　駿平 12 谷口母 7
9 谷口　雄介 7 石田　英之 1 本荘　日向 20 本城母 8
10 羽部　公人 5 權田　啓子 20 森　渉 20 森田母 4
11 本城　通明 21 田村　妙子 3 須山　舜太 5 山﨑彩母 5
12 森田　将彰 13 長谷部太郎 4 本多　和史 3 石田朱母 4
13 山﨑　彩香 10 西岡　宏 1 早川父 3
14 石田　朱里 3 稲森　久士 20 河内母 17
15 早川　隼矢 4 須山　勉 11 長谷部母 3
16 安部　岳人 5 星野　芳範 8 住屋母 9
17 石田　純也 1 北嶋　秀行 8 住屋父 1
18 河内　聡志 20 冨田　勝実 1 有賀母 4
19 權田　陽樹 20 清水　聡 5 小松田母 4
20 田村　直樹 3 山崎　利男 4 西岡母 1
21 長谷部颯汰 16 西　博尚 5 西村母 10
22 真砂　歩 20 渡辺　良平 4 山崎倭父 1
23 住屋　輔 10 中牟田英明 2 岡部母 3
24 有賀　真菜 5 岡部父 1
25 伊東　俊輔 2 森母 1
26 加藤　愛佳 4 森父 1
27 小松田聖流 10 松本母 3
28 西岡　妙笑 1 本荘母 1
29 西村　奎吾 20
30 山崎　倭佳 1
31 岡部　泰良 4
32 權田　優樹 5
33 長谷部　魁 9
34 岡部　哲平 4

356 182 84 147 769
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權田（優）さん
メ　　－ド 井上（荒川剣） …初刀の抜き胴が鮮やかでした。２本目の抜き胴、あと１秒時間が長けれ

　　ば。でも判定で加味されたかも。
　　　－メメメ 上野（眞和館） …終了間際のメン、メン、良かったです。終始りんとした攻めの姿勢が良かった

　です。

有賀さん
　　　－メ　（延長糟谷（朝霞剣） …声も大きく、体も大きい相手に冷静に打って出ていました。延長に入り、

　上り調子で惜しい打ちがいくつもありましたが、相手が少し

　早かった。非常に良い試合でした。

加藤さん
判　－　 宮村（川口北） …足を使って積極的に攻めて勝ち取った判定。いい内容でした。
　▲－メメコ 佐藤（眞和館） …大きな相手ですこし力負けしてしまったが、引き技をうつ時は反撃に注意

　しましょう。

新井くん
メメメー▲ 水野（一心館） …背の低い相手でしたが、上手な相手でした。
メメ　－ 管　（川口北ス）…初太刀素晴らしいメンのスピードも抜群。
　　　－メ　（延長竹内（荒川剣） …強豪相手でした。面では負けてません！延長戦で微妙な面返し面。

石田（朱）さん
　　　－メメ 清川（荒川剣） …初めての試合でしたが、姿勢よくできました。

大西くん
　　－メメメメメメメ 新井（荒川剣） …強い相手でした。気持ちでは負けていない戦いでした。

遠藤くん
　　▲ーメ 沖田（緑ノ風） …常に先に相手に攻め込まれてしまっていた。

　自分の流れで試合ができるようになれば勝てるようになる。

北嶋くん
コメ　－ 花岡（白桜剣） …身長さのある相手ではじめはおされていたが、後半はよく攻めていた。
　　　－メ 西　（田島剣） …攻めが少し単調なので、攻め方、足のつかい方を工夫するとよい。

宍戸くん
メメメメメメメメメー宮城（朝霞剣） …自分から積極的に攻めていて、どの一本も非常に良い一本だった。
判　　－　（延長）佐藤（一心館） …強い相手だったが、最後まであきらめず攻めていたので判定で勝つことが

　できた。
　　　－判（延長）佐々木（一心館…非常におしい打突が何本かあった。１本を決めきればもっと勝てる。

羽部くん
　　　－メメ 石川（朝霞剣） …強い相手でしたが、勢いよく立ち向かってました。後半、少し疲れたところを

　打たれた感じかな？

６年生

３年生

４年生

1/8 ＠埼玉大学体育館 
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本田くん　
メメメメメ－ 町田（荒川剣） …初太刀、面。良かったです。
メ　　－　（延長）管野（忠誠館） …背の低い相手でしたが、上手な相手でした。延長でどうにか面が決まり

　ました。
メメメ－ 石川（朝霞剣） …声が良くでてました。
　　　－判（延長）竹内（荒川剣） …強い相手でした。なかなか自分から打ってこない相手でやりにくそうでした。

真砂くん
メメメ－ 荻谷（緑ノ風） …少し背の低い相手でやりにくそうでしたが、しっかり面。
　　　－ココ 国近（田島剣） …小細工の上手な相手でした。寒稽古で鍛えた面で攻めて小手をとれら

　ました。

森田くん
　　　－メコ 狩野（忠誠館） …強い相手でした。打ち出す時の動きが大きく、相手に分かりやすかったかも。

　面のスピードは負けてません。

山﨑さん
　　　－メ 山中（荒川剣） …相手は１戦終えていて、体が動いていたが負けずに力のある面を打っていた。

　くっついてくる相手に間合いをとるのが難しかったか。

須山くん
　　　－コ 市橋（指扇中） …体当たりされて足を痛めてうまく戦えなかった。次は体当たりでも足を

　痛めないようにしたい。

本荘くん
ド　　－メコ 熊谷（日進中） …最初の返し胴が決まったのはよかったのですが、その後２本かえされた

　のでこのくやしさを冬季大会につなげたいです。

本多くん
コメ　－ 鳥谷部（与野東…少し攻められぎみだったが、落ち着いて打つことができた。
　　　－メメ 小山（土合中） …相手のペースにのせられていて、速い面に対応しきれていなかった。

森くん
メメ　－ 大内（尾間木） …剣先が上がり気味だった。
メコ　－ 谷之口（大谷口…足が動いていなかった。
コ　　－ 福島（荒川剣） …小手ばかり打ってしまった。
コ　　－ 在藤（眞和館） …１本取った後、相手にくっついてしまった。
　　　－判（延長）岩谷（新座２中）…相手に攻められてしまった。よけてばかりだった。

ベスト８おめでとう！

ベスト８おめでとう！

中学生

本城くん
メメメー 佐々 木（荒川剣…相手のスキをうまく打っていた。３本ともよい面だった。
ド　　－ 山田（田島剣） …相手をうまく引き出して返し胴を決めていた。その後も冷静に攻めていた。
　　　－メメ 荻谷（緑ノ風） …常に相手を待ってしまう傾向がある。良い面が打てるので、もっと積極的

　に打つとよい。
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權田さん…鳳翔剣大会は初めて出場しましたが、二回戦目で負けて 
しまいました。二回戦目の相手は背が高くて六年生でした。それで 
その相手は優勝していました。 
来年の鳳翔剣大会は、六年生に負けないくらいの力を持ち、出場       

したいです。 
 
有賀さん…今日の試合は一回戦で負けてしまいました。 
私と戦った人はとても強かったです。相手は払い面が 
とても得意でたくさんやっていました。私はそれに勝 
てることができなかったので、勝てるようにたくさん 
稽古をしていきたいです。 
 
加藤さん…私は二回戦目で負けました。 
１回勝てたので良かったです。 
 
 
 
 
 
 
 
新井君…今日の試合で良かった所・自分から攻めて打

つことができた。悪かった所・二段打ちをあまりでき

なかった。小手を打って止まってしまったので、これ

からは二弾打ちを稽古でがんばりたい。 
 
石田さん…初めての試合で、とても 
緊張しました。 
 相手の人は前後左右に動く足さば 
きをしていてびっくりしました。 
私は足が全然動かなかったので、 

ちゃんと動けるようにしたいです。 
 
遠藤君…相手は自分より少し背が低くて、面を打っていこう 
と思ったら、守りが堅くて入りませんでした。最後に面を決 
められて負けてしまいました。                            
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大西君…ぼくは一回戦で荒川剣友会の新井君とやって

負けてしまいました。 
新井君は打ちが早く、ぼくにとって苦手な相手でし 

た。新井君には面を中心に打たれてしまったので、 
もっと面の応じ技を練習して次の時は勝ちたいです。 
 
北嶋君…ぼくは一回戦目は落ち着いてでき勝利しま 
した。しかし二回戦目は勝てる相手だったが油断し 
てしまい負けてしまいました。次は油断しないよう 
にしたいです。 
 
 
宍戸君…今日は二回戦目の一心館との勝負が印象に 
残りました。寒稽古での谷先生の言葉を思い出して 
やってみました。すると自分の力がすべて発揮でき 
て、判定で勝つことができました。 
次の試合では、良かった所や悪かった所をきちんと反省し

ていきたいです。 
 
                                                                     

本城君…初めて四本で勝ててうれしかったです。 
いつもの試合より動けて、落ち着いてできて良かったです。 
 
 
本田君…試合で、四試合目まで勝ち進めたけれど四試合目 
ではよけられて一段の技しか出せなかったので、これから 
は二段の技を練習したいです。 
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羽部君…相手がすばやく強い面を打ってきたので返そうとすると 
胴を打たれてしまった。 
 竹刀をすばやく強くふれるように心がけたい。 
 
真砂君…今日は相手のパターンを読め 
ずに負けてしまった。 

攻めるだけでなく相手を良く見て 
試合をしたいです。 

 
 
 
 
 
 
 
森田君…相手に二本をとられて負けてしまいました。 
これからは出小手と相面をたくさん練習して、試合で使える 
技を増やしていきたいです。 

 
山﨑さん…今日の試合では荒川の小さな子に負けてしまいま 
した。一本とられてしまった時「どうしよう」とか「一本と 
りかえさなきゃ」ということしか考えられず、冷静さが欠け 
ていたと思います。これからの稽古や試合では、どんな時で 
も冷静に技が出せるように稽古していきたいと思います。 
 
須山先輩…一回戦はシードで飛んだが二回戦の相手は当たり方が強く、足を痛めたりふき 
とばされたりして、うまく試合ができなかった。実力はそんなに差はなおのでますます悔 
しかった。次はこういうことにならないようにこらから体当たりの受けと当てを強くした 
いと思います。 
 
本荘先輩…今回は二回戦目(初回)で日進中の熊谷君 
に負けてしまいました。 
この試合では、ぼくが最初に返し胴を決めたので 

すがその後に抜き面と出小手を打たれ負けてしまいま

した。１月末の冬季大会では、今回の悔しさをバネにし

てがんばりたいと思います。 
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本多先輩…今回相手の速い打ちに対応しきれず負けてしまったので、これから自分のペー 
スを作って相手の強い打ちを出させないようにしていきたいと思う。他の試合を見て勝ち 
進んでいた人は打ちが速かったり、足さばきが速かったり、 
手首のスナップが良くきいていたので、今後の稽古にこのこ 
とを生かしたいと思う。 
 
森先輩…今回はとても満足のいく結果を残すことができま 
した。あと一勝で八賞のところまで行ったのですが、相手の 
打ちをよけてばかりで、自分から攻めることができませんで 
した。来年こそは自分からしっかりと攻めて良い結果を残せるようにしたいです。 
      
有田さん…私は足のけがでで試合には出られなかったけど、みんながんばっていたので良 
かったと思います。中学では試合に出たいと思います。 
西村君…この試合は出たことがないので出たいと思いました。先輩たちががんばっている 
のを見て、もっと出たくなりました。 
長谷部(魁)君…この試合は小学生は取りほうだいだったので五本も六本も取っている人が 
いました。中学生や高校生は竹刀がとても早く動いていました。 
長谷部(颯)君…今日応援してみて、みんなが最後まであきらめないでやっているのがすごい 
と思いました。ぼくもみんなを見習って、あきらめないでやりたいです。 
真砂(歩)君…今日の六年生やせんぱいたちの試合を見て、取りほうだいの試合では、たくさ 
ん取っているのがすごいと思いました。ぼくも来年は出場してたくさん取りたいと思いま 
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           埼玉大学鳳翔剣大会にて大保木先生を囲んで   1/8 
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        先輩から感動のエピソードが寄せられました(；∀；)  
                                                          

昨年のクリスマスイブに東京武道館で行われた、関東大学連盟 OB の集まる大会 
での出来事です。突然、ご年配の選手の一人が倒れてしまいました。 
大会に参加されていた石井先輩が、居合わせた医師らと共に人工呼吸や心臓マッサー

ジを施し、その方の命を救ったそうです。                                         

その上、ご自身の試合ではベスト１６という成績を残されました。 
 石井先輩は、「駒剣で稽古をしていた時から、先生方の教えもあり 
人の役に立つ仕事に就きたいと思っておりました。～社会人になり、 
自分の成長をこうして皆様に報告することが出来てうれしいです。」 
と話されていました。 
 現在は小さい頃からの夢がかない、東京消防庁で人に役立つお仕事 
をされています。命を救うお仕事、立派ですね。そして駒剣の 
後輩達に報告してくれてありがとう！ 
 「剣は心なり」技をみがくだけでなく、心をみがくことの大切さを駒剣士 
の皆さんは良く学んでいますよね。小学生の皆さんも石井先輩のように心をみがいて 
成長した姿をいつしか報告にきてくださいね(^o^)丿 


