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6月の予定6月の予定6月の予定6月の予定

1 日(土) 13：00～15：00　剣道教室(4回目)

15：00～17：00　稽古

6 日(木) 17：00～19：00　稽古

8 日(土) 13：00～15：00　剣道教室(5回目)

15：00～17：00　稽古

13 日(木) 17：00～19：00　稽古

15 日(土) 13：00～15：00　剣道教室(6回目)

15：00～17：00　稽古

16 日(日) さいたま市浦和少年剣道大会　＠大宮武道館

20 日(木) 17：00～19：00　稽古

22 日(土) 13：00～15：00　剣道教室(7回目)

15：00～17：00　稽古

27 日(木) 17：00～19：00　稽古

29 日(土) 13：00～15：00　剣道教室(8回目)

15：00～17：00　稽古

7月の予定7月の予定7月の予定7月の予定

4 日(木) 17：00～19：00　稽古

6 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

11 日(木) 17：00～19：00　稽古11 日(木) 17：00～19：00　稽古

13 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

15 日（月・祝) 　9：00～11：00　塚越剣友会交流会（蕨東小体育館）

18 日(木) 17：00～19：00　稽古

20 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

25 日(木) 17：00～19：00　稽古

27 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　稽古 2部　4・5・6年生

｝（本太中修道館の予定）
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　今年度に入りもう２ヶ月がたったのですね。早いものです。稽古に一番いい季節なのに慌ただしく

過ごしてしまい、あまり稽古できずにきてしまいました。剣道教室の様子も見られてなく残念です。

これからジメジメした梅雨の季節になりますが、時間をつくり稽古に励まねば、と思っています。

　さて、今月号の話題の第一はやはり『東京都北区剣道大会』でしょうか。今回の注目点の一つは、

日本剣道形試合に初エントリーし、どこまで通用するかでした。結果は２組出場し、長谷部颯汰、

權田陽樹組が優勝し、真砂歩、河内聡志組が３位に入賞し、十分通用することが証明されました。

今までは、修道館で土曜日の１８時まで熱心に形の稽古をされているので、

駒剣の成人会員さんは「段位に係わらず上手である」という評判はありましたが、

これで大人だけでなく子どもも上手であることが証明されました。

合宿でしっかり学び、少しずつでも成人会員さんのご指導もあり稽古している

ことが身についているのでしょう。この成績に驕らずこれからも皆で着実に形の

稽古をしていきましょう。

　剣道の試合の方は、個人戦で６年生河内聡志くんが優勝、４年生權田優樹さんが準優勝、

５年生山崎倭佳さんが３位になりました。河内キャプテンの優勝はさすがでした。優樹さんは前回の

大会の決勝戦の再現となり、今回は相手選手に雪辱されたことになりました。でも、勝ってばかりより

勝ったり負けたりがいいのです。良きライバルの存在が己を高めてくれます。倭佳さんの入賞は

うれしいニュースでした。前回、他の同学年女子が皆入賞していたので、今回唯一人の３位入賞は

立派な成績でした。自信になったことでしょう。３人ともおめでとうございます。

　対外試合デビューとなった２４年度剣道教室組は、果敢に挑みましたが壁は厚かったようですね。

そんな中、５年生岡部泰良くんは見事、デビュー戦を勝利で飾りました。こちらもおめでとうございます。

　団体戦は、Ａチーム：権田優樹さん、河内聡志くん、松本駿平先輩、Ｂチーム：長谷部魁くん、

權田陽樹くん、本荘日向先輩　で臨みました。隣同士のコートで試合順も同じ、ＡＢチームはほぼ

同時に勝ち進んでいきました。Ａが先にベスト８決めで敗れ、Ｂはベスト８に残り準々決勝で惜しくも

敗れました。出場選手６人ともにそれぞれ良いところが出て、収穫のある大会となりました。

　今日から３日間、さいたま市中学校総合体育大会剣道の部が大宮武道館にて行われます。

毎年のことですが、駒剣ＯＢ・ＯＧ会員の先輩たちの活躍が期待されます。団体戦でどこの学校が、

個人戦で誰が県大会に出場するのか、本日の団体戦と明日の男子個人戦は審判として参加し、

見届けてくるつもりです。埼玉大学寒稽古で鍛えた心技体が表現できるといいですね。

　駒剣の一大イベント、「夏合宿」まであと２ヶ月となりました。合宿委員さんらで先日下見に

行ってきてくださいました。着々と準備が進んでいるようです。今回、宿の体育館は朝晩が使えません。

そんなこともあり今までとはスケジュールが違った合宿になるかと思います。いずれにしてもみんなで

行きましょう。楽しみです！

　今月は１６日（日）にさいたま市浦和剣道大会があります。河内キャプテンの選手宣誓で始まります。

最近は始めに団体戦を行い、そのあと各学年の個人戦となっています。

選手は自分の出番を一日の流れの中でイメージしておくといいでしょう。

団体戦の選手は、連覇ということをあまり意識することなく、のびのびと

思い切って試合をしてください。一般の試合も楽しみにしています。

試合当日まで半月しかありませんが、一回一回の稽古で一人ひとりが

大きな声を出し、全員で盛り上げていきましょう。
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ドキドキしながらデビューした駒剣士たち、頑張りましたねヽ(^o^)丿ドキドキしながらデビューした駒剣士たち、頑張りましたねヽ(^o^)丿ドキドキしながらデビューした駒剣士たち、頑張りましたねヽ(^o^)丿ドキドキしながらデビューした駒剣士たち、頑張りましたねヽ(^o^)丿

今年は初めて剣道形の部にも参加しました。初出場にして、初優勝！！今年は初めて剣道形の部にも参加しました。初出場にして、初優勝！！今年は初めて剣道形の部にも参加しました。初出場にして、初優勝！！今年は初めて剣道形の部にも参加しました。初出場にして、初優勝！！

おめでとう!(^^)!おめでとう!(^^)!おめでとう!(^^)!おめでとう!(^^)!

３年生３年生３年生３年生

石井くん

　　　－　メ　メ 佐藤（豊島剣） … 試合開始から落ち着いた試合運び。つばぜり合いから引き小手を打った

が、さがってたところに面に乗られ面をとられた。2本目打ち合いで相手の

はたが1本上がった。負けたと思ったか、周りを見ていたところに相手の

面で2本目。相手がちょっと上手だったか次はがんばろう。

伊藤くん

　　　－　メ　メ 仲田（谷塚剣） … 体力差いかしきれず残念。自分から技出したかったね。

内田くん

　　　－　ド 山原（下鎌田） … デビュー戦。いきなりの第１試合。２位の相手によく攻めましたが、

うまくかわされ胴。でもよく頑張りました。今日感じたことをこれからの

稽古に生かし、次は１勝！

岡部（哲）くん

　　　－　メ　ド 金井（安行剣） … デビュー戦。相手としっかり間合いもとれ、いい面もありました。

一瞬のすきに面をとられ、攻めの面に対しすかさず胴をとられました。

負けましたが、練習とおりのいい試合でした。今日感じたことを

個人の部個人の部個人の部個人の部

負けましたが、練習とおりのいい試合でした。今日感じたことを

これからの稽古に生かし、次は１勝！

髙橋くん

　　　－　メ　 黒沢（正心剣） … 自分から積極的に打ち込みねばっていたが、おしくも１本負け。

加藤（遙）さん

　　　－　メ　 松本（谷塚剣） … ドキドキのデビュー戦。度胸満点で攻めてました。おしい面もありました。

４年生４年生４年生４年生

齋田くん

　　　－　メ　 佐野（清浄院） … 格上相手によく戦った。面を打って不十分なところを面を打たれて

しまった。おしい技がいっぱいあった。

長谷部（魁）くん

メ　　－ 川下（正心剣） … 落ち着いた試合運びでＯＫ。強い相手だったが、ひき胴を払って面。

１本勝ち。

メ　メ－ 佐藤（川口北） … １本目は攻めてから面。２本目は抜いて面。楽勝。

　　　－　メ　メ 立花（文化少） … 大きい相手。相面で１本目は負け。２本目は身長差で負けてしまった。

村松くん

コ　　－　ド　ド 大城（堀青剣） … １打目でするどい小手を先制。打ち気がはやり過ぎて、胴を抜かれる。

２本目は返し胴を決められた。おしい小手があったものの惜しい

負けでした。
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權田（優）さん 準優勝おめでとう！！準優勝おめでとう！！準優勝おめでとう！！準優勝おめでとう！！

メ　メ－ 安立（安行剣） … １本目は残心のきれいな引き面が決まり、２本目は相手が居ついた

ところの一瞬を見逃さず決めていた。

メ　メ－ 結城（川口北） … 落ち着いて相手を見て、技が出せていた。特に、２本目の面は勢いのある

飛び込み面が決まった。

ド　メ－ 小川（蕨南剣） … 積極的に攻め押してくる相手。面にきたところを抜き胴が決まった。

２本目のはじめのコール後、気合の入った面を決めた。

　　　－　メ　 横川（清浄院） … 前回の決勝戦と同じ相手。お互いに攻め合ったよい試合だった。

面を打って少し頭の下がったところを抜き面を決められた。

２位おめでとう。

５年生５年生５年生５年生

伊東くん

　　　－　メ 粟野（下鎌田） … 相手をよく見た試合運び。互いに牽制しあいフェイントのかけ合いの中、

面に行ったところを返されて面を取られた。その後技をくり出すも

時間切れ。残念でした。

岡部（泰）くん

メ　　－ 山浦（浮武錬） … デビュー戦。相手をよく見て見事な面。いつも通りのいい剣道が

できました。初勝利おめでとう！

　 　－メ　メ▲ 服部（安行剣） … 攻めてくる相手に押されてしまい技が出せずに面２本。引きぎみ

だったので、２人目のような相手にも技が出せるよう考えて稽古しよう。

小松田くん

メ　メ－ 福田（清和剣） … 試合開始から大きく面に飛び込む。そのまま体当たりから引き面で１本。

２本目直後飛び込み面で１本。相手に何もさせない２本勝ちお見事。

メ　メ－ 中村（新郷剣） … 開始早々の面打ち１本。２本目開始、相手をよく見る。面の打ち合い、

打ち勝ち１本。お見事。

　　　－　メ　メ 伊東（清浄院） … 面を打ちに行くもよけられ、つばぜりあいに。そこから引き胴を打つも

受けられ、下がるところを相手に詰められる。再度前に出て面を打ちに

行くも、相手の面が先で１本取られる。２本目開始からも、積極的に
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行くも、相手の面が先で１本取られる。２本目開始からも、積極的に

面打ちに行くがさばかれる。打ちあぐねているところ、

居ついたところで相手の面１本。相手が格上でした。

面の打ち合いは強いので打つ前の攻めの勉強をしましょう。

西村くん

　　　－　メ　メ 若松（鳩ヶ谷） … 大きな声が出ていた。気迫では負けていないが、引き胴のあと面

２本取られる。緊張しないでいつも通りできるといいですね。

有賀さん

メ　メ－ 大島（中庸塾） … １本目は出ばな面。２本目は相手竹刀をすりあげ面。

すばらしい勝利でした。

　　　－　メ　メ 黒澤（喜沢剣） … 力を出す前に終わってしまった感有り。

加藤（愛）さん

　　　－　メ　 石川（下鎌田） … 終ばん連打も、わずかに及ばず、時間切れ。１本負け。本来の力が

出し切れずくやしい感じ。

西岡さん

不戦勝 佐藤（安行剣） … ラッキーでした。

　　　－　メ　メ 関　（飛鳥剣） … 互角の打ち合いでしたが、相手が１枚うわてでした。残念。

山崎さん ３位おめでとう！！３位おめでとう！！３位おめでとう！！３位おめでとう！！

メ　メ－　メ 吉本（下鎌田） … 積極的打ち込みで初勝利。やったね。

ド　　　－ド　メ 黒澤（喜沢剣） … 逆転負け。ほんとうにおしい。くやしい。けど３位。よかったよ。
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６年生６年生６年生６年生

安部くん

　　　－　メ　メ 二條（清和剣） … 前半は、ほぼ互角の試合展開。そんな中、さがりぎわの引き面を

取られる。２本目も同じような引きぎわの面をとられる。気持ちは前に

でていただけに残念。打った後に気を抜かないよう気を付けよう。

石田くん

メ　　－ 鈴木（滝警少） … よく前に出てました。見事な出ばな面。おめでとう。

　　　－　メ　メ 一橋（文化少） … 体格の良い相手に対してもよく前に出てました。次もがんばろう。

河内くん 優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！

メ　メ－　コ 舘野（安行剣）…… ちょっとヒヤッとしましたが、落ち着いて取り返しました。

コ　▲－（延長） 工藤（清浄院）…… 反則を取られての延長でしたが、勝負強さを発揮しました。

コ　　－ 鄭　（蕨南剣） … 鮮やかな出小手。難敵にも剣道をさせませんでした。

メ　　－ 西田（清浄院） … きわどい相面を制し勝利を決める。攻守のバランスの良さと精神面も

成長し「優勝」おめでとう！

權田（陽）くん

ド　メ－　 野崎（喜沢剣） … 開始直後に返し胴。２本目先に攻めて面あり。圧倒的な強さで１勝目。

メ▲ ー　メ  メ 小林（豊島剣） … 相手に面返し面で１本取られる。ほぼ互角の相面で１本返す。

勝負、両者きれいな相面でしたが、相手の出足が少し早く残念ながら

敗退。

長谷部（颯）くん

メ　　－（延長） 大石（文化少） … 第７コート。第１試合目。少し慎重にいきすぎたかも。延長に入ってからの

攻めは良かった。

ド　ド－ 北田（滝小剣） … 大きな相手にも落ち着いて胴２本。

　　－メ  （延長） 鄭　（蕨南剣） … 体力のある相手に延長の接戦。最後は勝負をかけましたが、面に

のられてしまいました。

真砂くん
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真砂くん

　　　－　メ　メ 宇田川（神剣） … １本目面抜き面（相手が最初からねらっていたと思われる）

２本目体当たり後の引き面を取られる。相手は打ちが重くしっかりとして

いました。残念。

中学生中学生中学生中学生

本荘先輩

　　　－　コ　メ 石川（清浄院） … 相手のペースにのせられ自分の剣道ができませんでした。

十分でない打突を取られてしまいました。

松本先輩

　　　－　コ ▲ 前田（赤警少） … 小手は入っていませんでしたが一本になってしまいました。

しっかり稽古に励みたいと思います。

日本剣道形の部日本剣道形の部日本剣道形の部日本剣道形の部

打太刀：長谷部（颯）くん

仕太刀：權田（陽）くん 優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！優勝おめでとう！

３－０ 打：風穴　仕：武岡 （川口北） 気合は十分。気持ちが入っていた。

３－０ 打：木賊　仕：小林 （城北剣） 少し小さくなってしまったが、きれいにできた。打突が正確で良い。

３－０ 打：嶋田　仕：大石 （文化少） 相手も気迫十分。着装では勝ち。気持ちが入っている。

３－０ 打：尾前　仕：佐藤 （豊島剣） だんだん上手になってきました。すばらしい。文句なし。全て３本。
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団体の部団体の部団体の部団体の部

打太刀：真砂くん

仕太刀：河内くん 3位おめでとう！3位おめでとう！3位おめでとう！3位おめでとう！

３－０ 打：高木　仕：関 （鳩ヶ谷） 出だし緊張ぎみでしたが、立派な形でした。

３本目少し詰まったので次は気をつけよう。

不戦勝

１ー２ 打：尾前　仕：佐藤 （豊島剣） 姿勢、技のさえは優勢に見えました。

３本目が鬼門。練習しよう。

【Ａチーム　　１試合目】【Ａチーム　　１試合目】【Ａチーム　　１試合目】【Ａチーム　　１試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

權田（優） 河内 松本

　メ　　メ 　コ　　コ 　メ　　メ

野崎 大橋 田中

駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ ○○○○

喜沢Ｂ喜沢Ｂ喜沢Ｂ喜沢Ｂ ××××

試合開始から激しい打ち

合い。面の打ち合いを制し

て面を先取。その後も攻撃

をゆるめる事なく２本勝ち

相手をよく見てじっくり攻め

る。相手の技に合わせ出

ばな返し技でじっくり戦い、

小手２本先取。絶品の小

ゆらりと攻め技を出す。得

意の攻めで打ち合いを制

し、面を先取。その後も攻

防を制して面で２本勝ち。

3 6

0 0

コメントコメントコメントコメント
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【Ａチーム　　２試合目】【Ａチーム　　２試合目】【Ａチーム　　２試合目】【Ａチーム　　２試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

權田（優） 河内 松本

　　　　メ 　メ　　メ

　　　　メ

宇田川（隼） 宇田川（雄） 山田

王子神剣会王子神剣会王子神剣会王子神剣会 1 1 ××××

○○○○32駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ

いきおいよく初太刀をくりだ

す。相手も試合巧者。なか

なかくずせない。試合中断

直後の一瞬のスキをつか

れて面を取られた。その後

も積極的に攻めたが時間

切れ。決して負けていませ

んでした。

エンジンがかかってきた

が、攻めこんでの面１本先

取。相手も死にもの狂いで

かかってくるも先取した面

を守りきり、大将に希望を

つなぐ。貴重な１本でした。

攻め合いからのかんろくの

面打ち１本。じっくり攻め、

２本目の面１本。頼れる大

将です。

合い。面の打ち合いを制し

て面を先取。その後も攻撃

をゆるめる事なく２本勝ち

を決める。お見事です。

る。相手の技に合わせ出

ばな返し技でじっくり戦い、

小手２本先取。絶品の小

手でした。

意の攻めで打ち合いを制

し、面を先取。その後も攻

防を制して面で２本勝ち。

お見事です。

コメントコメントコメントコメント

コメントコメントコメントコメント

蛇
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【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】【Ａチーム　　３試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

權田（優） 河内 松本

　▲

　　　　メ　　 　コ　　メ 　　　　コ

山口 大久保 八谷

【Ｂチーム　　１試合目】【Ｂチーム　　１試合目】【Ｂチーム　　１試合目】【Ｂチーム　　１試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

長谷部（魁） 權田（陽） 本荘

　　　　メ　　 　メ　　 　　　　メ　　メ

　▲

五十嵐 稲山 鳥畑

相手は胴が得意でやりにく

そうだったが、すきをついて

押しているが、なかなか決

まらず苦しんだ。追い込ん

余裕の２本勝ち。実力差が

ありました。

3 4 ○○○○

稲剣会稲剣会稲剣会稲剣会 0 0 ××××

試合開始相手の面に合わ

せ、小手打ち。惜しい。相

手の面に胴を抜き、ふりむ

きざま相手の面。よけきれ

ず１本。その後も決して引

かず、先の先で積極的に

打って出る。相手の虚をつ

いた胴１本上がった。惜し

い。背の高い相手によく頑

張りました。

互いに攻め合い、激しい攻

防の中、相手の小手がわ

ずかに速い。取り返そうと

打ち込むも相手も巧者、一

瞬のすきに面を取られてし

まった。よく頑張りました。

お疲れ様でした。

最後の試合。積極的に攻

めました。気持ちは相手が

優位。攻め込む所をじっく

り待たれ、出小手を取られ

ましたが、いい面でした。お

疲れ様でした。

0 0 ××××

鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ鳩ヶ谷Ｂ 3 4 ○○○○

コメントコメントコメントコメント

駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ駒場Ａ

駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ

7

五十嵐 稲山 鳥畑

【Ｂチーム　　２試合目】【Ｂチーム　　２試合目】【Ｂチーム　　２試合目】【Ｂチーム　　２試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

長谷部（魁） 權田（陽） 本荘

　　　　メ　　メ 　メ　　メ 　　　　メ　　メ

関野（泰） 関野（智） シャハ

実力的には、下の相手だ

がやりにくそう。相面で１本

目。２本目も相面で勝ち。

２本勝ちしたが、もっと楽に

勝てたはず。１本にしよう。

おしい返し胴のあと、あ

せって打ってきた相手の面

にあわせて面。お見事で

す。２本目も勢いで面。

3 6 ○○○○

清和剣Ｂ清和剣Ｂ清和剣Ｂ清和剣Ｂ 0 0 ××××

相手は胴が得意でやりにく

そうだったが、すきをついて

出ばな面。

押しているが、なかなか決

まらず苦しんだ。追い込ん

で面がきまり、１本勝ち。

余裕の２本勝ち。実力差が

ありました。

コメントコメントコメントコメント

コメントコメントコメントコメント

駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ

7



【Ｂチーム　　３試合目】【Ｂチーム　　３試合目】【Ｂチーム　　３試合目】【Ｂチーム　　３試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

長谷部（魁） 權田（陽） 本荘

　　　　　　メ　　 　メ　　メ

メ

宮武 嶋田 立石

【Ｂチーム　　４試合目】【Ｂチーム　　４試合目】【Ｂチーム　　４試合目】【Ｂチーム　　４試合目】

先鋒 中堅 大将 勝者数 取得本数 勝敗

長谷部（魁） 權田（陽） 本荘

　メ　　ド

　　　　メ　　メ 　　　　メ　　コ

永洞 野崎 黒澤

コメントコメントコメントコメント

コメントコメントコメントコメント

駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ

駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ駒場Ｂ

1 3 ○○○○

文化少年Ａ文化少年Ａ文化少年Ａ文化少年Ａ 0 1 ××××

速い技の相手だが、落ち

着いてさばいていた。１本

目は相面をとり、２本目は

とられた。よくたえた。

初太刀で面。文句なし。２

本目は苦しんだが、最後は

攻めて面。

相手は連続うちが上手。よ

くがまんした。勝ちに匹敵

する引き分けです。

1 2 ××××

喜沢Ａ喜沢Ａ喜沢Ａ喜沢Ａ 2 4 ○○○○

つばぜりからフェイントをか

けての引き面。２本目は相

面。相手が強かった。

１本目は打ち合いで勝って

面。２本目は相手がすぐに

あせって出てきたところを

抜き胴。お見事。

相手は個人優勝者。よく

戦ったが残念。

8

選手の感想選手の感想選手の感想選手の感想

石井くん　　　　　　まけてくやしかったです。

伊藤くん　　　　　　あいても強くてぼくは「かてる」と思っていた

　　　　　　　　 　けれどまけちゃった。だけど、

ぼくはたのしかったです。

内田くん　　　　　さいしょはきんちょうしたけれど、胴できめられてくやしかったです。

岡部（哲）くん　　はじめてのしあいで、きんちょうしました。まけてくやしかったけど、はじめて

こま剣じゃない人としあいして楽しかったです。いいきかいになったと思いました。

髙橋くん　　　　 いっぽんもとれなかったけど、来年はがんばりたいです。

加藤（遙）さん　　きっと母はおこると思いますが、１回せんでまけてほんとうにちょーくやしくてなみだが

でました。

齋田くん　　　　　今回は１回戦目で負けてしまいました。お父さんが言っていたか題は、打ったら止まらず

そのままぬけることです。とてもくやしかったです。

長谷部（魁）くん　 個人戦ではベスト8で負けてしまいました。最後の相手は、せが高くて面にいこうと

したら、上からのられてしまいました。団体戦でも、ベスト８で２本とられて負けてしまい

ました。２本とも引き面でフェイントの引き面でした。これから、もっと練習したいです。

8



村松くん　　　　　春の北区の大会は初めてでした。まずは、相手に小手を出しました。そしたらきまり

ました。小手はけいこでまったく練習していませんでした。なのにきめられたのでびっくり

しました。でもその次に相手にどうを２本きめられてしまったので、負けてしまいました。

くやしかったです。次からは１本きめても気をぬかないということを心がけたいです。

權田（優）さん　　 私は、きょねんけっしょうせんであたって、かった子に今かいは負けました。

なので、秋には、私がリベンジします！私は一番けっしょうせんであたった、よこ川さんが

いんしょうにのこりました。とてもくやしい気もちでぎゃくに泣けませんでした。(私は２位！)

伊東くん　　　　　　ぼくは１回せん目でまけてしまいました。引きわざを出してきてやりにくかったです。

足がとまってしまっていたときがあったので、きをつけたいです。

岡部（泰）くん　　　個人戦では、１勝１敗という結果でした。１回目は、面をとって勝ちました。２回目は

面をとられて負けました。ぼくは、速い面がにがてなので、それに対応できるように

こくふくできるように、日々のけい古にはげんで、来年はもっといい結果がだせるように

がんばりたいです。

小松田くん　　　 　今日の試合は、１回戦目は数秒で勝ってうれしかったけど、３回目は数秒で負けて

しまったので次回はがんばりたいです。

西村くん　　　　　　1回戦で負けてしまいくやしかったです。面をがらあきにしてしまったので、

　　　　　　 　　　うたれてしまいました。次は絶対にがんばります。

有賀さん　　　　　　１回戦目は、大しまさんという人とあたりました。２本とも面で勝てました。２回戦目は

黒さわさんという人とあたりました。うつのは、とてもすばやかったです。あい面で２本

とられてしまいました。今日の試合は、自分の思ったことが出来なかったので、

次はがんばりたいです。

加藤（愛）さん　　　前回は３位をとれたんですが、今年は１回目でまけてしまいました。次はがんばります。

西岡さん　　　　　　個人戦、１回戦目は不戦勝で、２回戦目は１回戦でいきおいがついた相手に面２本

9

西岡さん　　　　　　個人戦、１回戦目は不戦勝で、２回戦目は１回戦でいきおいがついた相手に面２本

とられて負けました。１回戦でいきおいがつけられなかったのが大きかったかと思います。

２回戦目の相手が、私より背が大きい相手だったので、面が打ちにくかったです。

胴を打とうと思ったけど、相手がどんどん攻めてきたので思うようにいきませんでした。

胴が上達した方がいいかなーと思いました。

山崎さん　　　　　　個人戦、１回目はシードだったので、１回戦勝ち上がった人でしたが、どうを決めて

２本勝ちしました。２回目はさいしょにどうを決めて、めんでぎゃくてんされて負けて

しまったけど、はじめてこうしきせんで３位になれたのでよかったです。

安部くん　　　　　　今回の大会では、１回戦目で負けてしまいました。引き面と小手面をとられたので、

そのような技の応じ技を練習したりしたいです。

石田くん　　　　　　大会ではじめてかちました。死ぬほどうれしい。

河内くん　　　　　　今回、ぼくは「個人戦」「団体戦」「日本剣道形」に出させていただきました。

　　　　　　　　　　「個人戦」では、西田君という三連敗している相手にやっと勝ててうれしかったです。

　　　 　　　　　　また「日本剣道形」では、初めて出場する試合でしたが、歩君にひっぱってもらい３位に

入賞することが出来ました。

しかし「団体戦」では、大久保君という相手に、見事に２本取られてしまいました。

後で考えてみると「中心が取れていなかったなぁ」

や「先に仕かけて打てなかったなぁ」

と反省ばかりしていました。

この反省を今後のけい古に生かしたいと思います。

9



權田（陽）く ん　　　ぼくは、個人戦は３回戦で、昨年の春に負けた相手に、1-2でまた負けてしまい

　　　　　　　　　ました。来年は絶対に勝ちたいけど、出場できるかわかりません。　

　　　　  　　　　日本剣道形は、優勝しました。打太刀をやってくれた長谷部君にとても感謝して

 います。長谷部君、ありがとうございました。

　　　　　　　　　団体戦は、ベスト8で負けてしまいましたが、最後の試合は、自分なりによい試合が

できました。応援して下さった皆さん、ありがとうございました。

長谷部（颯）くん　　今日、個人戦では３回戦負け、剣道形では１位でした。

　　　　　　　　　１回戦は体が動かなかったけれど、延長で面を打ったら、相手がびびって　自分の面が

　　　　　　　　　入りました。２回戦、相手が違いました！！係員さんもと中で気づき、正しい相手と

　　　　　　　　　これまた延長で面が入りました。３回戦、ぼくの相手は身長が高く、面を打たれて

負けました。剣道形は權田くんと１位になれました。初優勝なのでうれしかったです。

浦和の大会では、試合中に後ろへ下がらないようにがんばりたいです。

真砂くん 　　　　　個人戦では、不用意に小手にとびこんでしまった。だから、１本１本をていねいに

打ちたい。１本とられて、あせって、自分のタイミングで打てなかった。日本剣道形では、

練習したとおりにできた。でも、山崎先生に、３本目がイマイチだったといわれた。

初段審査などに向けて、剣道形を修道館などでがんばりたい。

本荘先輩　  　　　今日は森君の代理として出させていただきました。個人戦の１回戦目では自分の

剣道ができず、相手のペースに呑み込まれてしまい負けてしまいましたが、団体戦では

前の２人が勝ってくれたおかげで気楽に試合に挑むことができました。結果はベスト８

で終わってしまいましたが、いい経験をさせてもらいました。ありがとうございました。

松本先輩  　 僕が今回北区の試合に出て感じたことは、自分からうまく攻めて相手を崩すことが

できずただ打つだけの試合になってしまったからうまく試合が運べなかったんだと

思います。だからこれからの稽古では、相手を崩すことを意識して稽古したいです。
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　　　5月11日より山田先生、清水先生、福島先生のご指導のもと、　　　5月11日より山田先生、清水先生、福島先生のご指導のもと、　　　5月11日より山田先生、清水先生、福島先生のご指導のもと、　　　5月11日より山田先生、清水先生、福島先生のご指導のもと、

　　　39人のみなさんが熱心に剣道を体験しています。　　　39人のみなさんが熱心に剣道を体験しています。　　　39人のみなさんが熱心に剣道を体験しています。　　　39人のみなさんが熱心に剣道を体験しています。

　　　駒剣士のみなさんは先輩として、良きお手本になってくださいね。　　　駒剣士のみなさんは先輩として、良きお手本になってくださいね。　　　駒剣士のみなさんは先輩として、良きお手本になってくださいね。　　　駒剣士のみなさんは先輩として、良きお手本になってくださいね。

　　　まずは、元気なあいさつから！！　　　まずは、元気なあいさつから！！　　　まずは、元気なあいさつから！！　　　まずは、元気なあいさつから！！

　5月18日に定期総会が行われました。今まで役員だったみなさん、ありがとうございました！　5月18日に定期総会が行われました。今まで役員だったみなさん、ありがとうございました！　5月18日に定期総会が行われました。今まで役員だったみなさん、ありがとうございました！　5月18日に定期総会が行われました。今まで役員だったみなさん、ありがとうございました！

　新しく役員を引き受けてくださったみなさん、どうぞよろしくお願いします！！　新しく役員を引き受けてくださったみなさん、どうぞよろしくお願いします！！　新しく役員を引き受けてくださったみなさん、どうぞよろしくお願いします！！　新しく役員を引き受けてくださったみなさん、どうぞよろしくお願いします！！

平成２５年度　事業計画などは総会資料でご確認ください。

新役員のみなさんは下記の通りです。

平成２５年度新役員平成２５年度新役員平成２５年度新役員平成２５年度新役員

相談役　　　　　　　　　 菅原　慶一　先生

会長　　　　　　　　　　　　　 本荘　　真 　先生　　主席師範

副会長（指導部部長）　　　 木村　裕之　先生　　次席師範

副会長（錬成部部長）　　　 山崎　利男

副会長（後援部部長）　　　 齋田　求

幹事（指導部副部長）　　 尾島　寿子　先生

幹事（錬成部副部長）　　 神田　けい子 / 近藤　千恵子

幹事（後援部副部長）　　　 小松田　智子 / 權田　啓子

師範（指導部）　　　　　 山田　節男　先生

後援部会計　　　　　　　　 安部　百里 　 / 伊東　裕子

後援部書記　　　　　　　　 岡部　友紀 　 / 加藤　佳代

後援部監事　　　　　　　　 小松田　智子 / 長谷部　真美子

合宿委員　　　　　　　　　 市川　正己  　/ 村松　和則 　/ 　村松　育子　/  西岡　泰子

修道館担当　　　　　　　　 石井　美保

浦和剣連担当　　　　　　　 渡邊　順迎

こまけんだより担当 石井　由美子 / 河内　みさこ　/　西村　都
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先月号からスタートしましたエピソードクイズ。

みなさん楽しんでいただけましたか！？だれのエピソードなのか分かりましたか？

まずは、５月号のＡさんＢさんＣさんの発表から始めたいと思います。

みなさん想像していた人と同じでしたか？

では、今月のクイズに登場してくれる駒剣士のエピソードを紹介しましょう！

さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。

Ａさんのエピソード

　その１　剣道を含め、5つの習い事をしています。

　その２　好きな歌は、ミュージカル「ドリームガールズ」の全部の歌

　　　　　　が好きです。皆さんは知っていますか？

　その３　好きな技は、返し胴です。

　その４　不思議だなぁと思っている先生は、須山先生です。なぜかというと、

　　　　　　優しい時と怒っている時が、まるで別人だからです。

　　　　　　ちなみに、本人は怒られたことはないそうです。

Ｂさんのエピソード

　その１　よく知らないおじさんやおばさんに頭をなでられます。

　　　　　　（何かご利益がありそうなのか…）

　その２　その頭は母のお手製、自信作です。

　その３　３つ上のお姉ちゃんにからきし弱いです。

　その４　体は大きいですが怖がりです。

　その５　将来なりたい職業は剣士です。

　　　　　　お姉ちゃんにそんな職業あるの？とバカにされています。

Ｃさんのエピソード

　その１　剣道を始めたきっかけは、お父さんが子どもの頃していたので、

　　　　　興味を持ちやり始めました。

　その２　２才の頃、ベランダ（マンション）に出たお母さんをしめだしたことが

　　　　　あります。（お母さんは、１時間後におとなりさんに助けられました。）

　その３　ピアノを習っています。ただいま、発表会に向け練習中。

　その４　好きな食べ物は、柑橘（かんきつ）類です。レモンが大好きです。

　その５　家族の中で、ぼくだけ左利きです。
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