
※親子そろってご覧ください(^O^)／※親子そろってご覧ください(^O^)／※親子そろってご覧ください(^O^)／※親子そろってご覧ください(^O^)／

平成平成平成平成25252525年年年年7777月号月号月号月号

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

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（祝) 塚越剣友会交流会（蕨東小体育館） 8:30現地集合　9:00～11:00交流試合・合同稽古

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　/ 合宿説明会

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

8月の予定8月の予定8月の予定8月の予定

1 日(木) 17：00～19：00　稽古

3 日(土) 夏合宿

4 日(日) 夏合宿

5 日(月) 夏合宿

8 日(木) 17：00～19：00　稽古

10 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

さいたま市浦和剣道大会にさいたま市浦和剣道大会にさいたま市浦和剣道大会にさいたま市浦和剣道大会に

8 日(木) 17：00～19：00　稽古

10 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(木) お盆休み

17 日(土) 13：00～15：00　竹刀の手入れ教室 1部　初心者、希望者

15：00～17：00　稽古 2部　3・4・5・6年生

22 日(木) 17：00～19：00　稽古

24 日(土) 15：00～17：00　スコア教室 1部2部合同（月例試合）

29 日(木) 17：00～19：00　稽古

31 日(土) 13：00～15：00　稽古 1部　初心者、3年生

15：00～17：00　平成２５年度前期昇級審査

※１部の稽古に参加している方も審査の対象ですので、稽古終了後も残ってください。



　梅雨明けが待たれる今日この頃です。１学期も残り２週間になりました。

夏休みになるとすぐに駒剣夏合宿です。それに合わせるように、合宿地の

富士山が世界文化遺産に登録されました。さすが駒剣の合宿委員さん、

先見の明がありましたね。合宿に向けて体力作りの大事な１ヵ月になります。

しっかり稽古していきましょう。

　さて、６月１６日（日）、大宮武道館で行われた浦和剣道大会では、今年も駒剣大旋風が吹き荒れました。

開会式の河内キャプテンの堂々とした選手宣誓に始まり、小学生の団体戦ではＡチームが見事優勝し、

三連覇を達成しました。今年の決勝戦の相手は田島剣友会Ａチーム、毎年決勝の対戦チームが変わっています。

どこも力をつけている中で連続して優勝するというのはたいしたものです。駒剣全員でつかんだ勝利ですね。

おめでとう。Ｂチームも今年は初戦快勝、全体としてレベルアップができていると感じました。

　個人戦では、４年生で權田優樹選手が優勝、長谷部魁選手と村松蒼選手が３位に、６年生では、

河内聡志選手が準優勝、權田陽樹選手と長谷部颯汰選手が３位に入賞しました。２つの学年ともにベスト４に

３人が入るという快進撃でした。この他にもベスト８入りした、６年生真砂歩選手、５年生伊東俊輔選手、

３年生岡部哲平選手の３名を含めた９名もの選手が、９月２１日に行われる埼玉県剣道大会少年の部の

代表選手に選ばれました。

　一般の部は、関口大輝選手、清水聡選手、齋田求選手の大型男性チームと中牟田侑紀選手、

近藤麻美選手、木村香織選手の若手ＯＧチームが出場しました。どちらも初戦で敗れてしまいましたが、

試合は見応え十分でした。今後もＯＢ・ＯＧには剣道を続けていただき、駒剣のゼッケンをつけて試合に

出てもらいたいと思っています。

　中学生の先輩方も活躍していました。男子団体戦では本荘日向選手、森渉選手、松本駿平選手が

先鋒、中堅、大将を務めた原山中Ａチームが優勝しました。三浦柊選手、須山舜太選手、本多和史選手

が活躍した原山中Ｂチームも３位になりました。木崎中Ａチームも３位、宍戸和馬選手、本田青一郎選手、

真砂智選手が１年生ながら主力として活躍していました。本太中からも種田祥吾選手、北島柊一選手、

福島弘泰選手らが出場し、他にも駒剣ＯＢ・ＯＧが大勢出場していて、駒剣の直接対決をいくつも

見ることができました。小学校卒業後も先輩方が剣道を続け活躍している姿は、小学生の大きな励みと

なりますね。



　５，６月に実施した剣道教室全８回が６月２９日で終了しました。今年度は３９名の

２年生から６年生までが参加してくれて、毎回大勢で元気に稽古ができました。

教室修了後、２５名もが駒剣に入会してくれたそうです。３月に卒業した１９名の

６年生の穴を埋めてそれ以上の人数です。また大所帯になります。自分が駒剣に

入ったばかりの頃を思い出して、入会した人たちにはどんどん声をかけ仲良く

なってください。駒剣に通うことが本当に楽しくなるのは、声を掛け合い学校や

学年の枠をこえて仲間ができるようになってからだと思うのです。

　７月、８月の土曜日は、一部、二部で行います。前半の一部では、成人会員お父さん剣士を指導者として、

新小学生会員に防具を着用しての基本指導を行います。稽古着・袴も用意ができた人から着てもらい、

８月３１日には昇級審査を受けられるようにしたいと思います。経験１年の３年生が上達著しいので、

彼らを小先生として指導をお願いします。　

木曜日は、新入会員全員が参加できるわけではないようですが、狭いスペースを分け合っての稽古となります。

うまく手分けをして安全面を確認しながらお願いします。

　１５日（月・祝）には、毎年恒例の「塚越剣友会との交流稽古会」があります。今年は、蕨東小学校におじゃまして

稽古をさせていただきます。初めて参加する方もおりますので少し説明をしますと、塚剣の指導をされている

町田純・敏子先生が、私の大学の剣道部の先輩という縁で、もう長い間剣友会同士で交流をもたせて

いただいております。暑い中での稽古になりますが、『交剣知愛』じっくり一本をお願いしましょう。

夜の部（懇親会）に参加される方は、剣道談義に花を咲かせましょう。

　冒頭に書いた夏合宿ですが、合宿委員さんのご尽力で着々と準備が進んでいるようです。初めての場所

でもありますので、新鮮な気持ちで臨みたいと思っています。今回はＯＢ・ＯＧが大勢参加してくれるようです。

澄んだ空気を吸い景色を楽しみながら、安全面、健康面にも十分注意を払いつつ、駒剣らしい内容の濃い稽古を

しようと考えています。ご協力お願いいたします。



　　　　　　　　キャプテン河内くんの選手宣誓とても格好よかったですね！

　　　　　　　　一昨年、昨年に引き続き団体戦優勝！！３年連続おめでとう！！

さいたま市浦和剣道大会

団体の部団体の部団体の部団体の部

【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 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

權田（優） 長谷部（魁） 權田（陽） 早川 河内

　　ド　メ 　　メ　メ 　　メ　メ 　　メ　ド 　　コ　コ

▲　メ

星野 斉藤（匠） 斉藤（利） 南雲 小林

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

５（１０）５（１０）５（１０）５（１０）

田島剣友会田島剣友会田島剣友会田島剣友会

BBBB

０（１）０（１）０（１）０（１）

開始からまったく

引かず攻め込

む。たまらず打ち

込む相手の面を

抜き、胴で先取。

その後開始から

じっくり面１本。大

開始から１歩も引

かず相手を場外

に押し出す。開始

直後ちょっと油断

し面をとられるも2

本目、３本目じっ

くり面を２本。先鋒

開始直後ねらい

すましたような面１

本。その後も攻め

をゆるめず打ち合

いから面２本目。

危なげない試合。

お見事でした。

開始直後じりっと

攻め面1本。その

後も攻め続け相

手の手元が上

がった所で胴1

本。お見事でし

た。

相手をよく見て小

手1本。つづけ様

にゆったりと小手2

本目。貫禄のある

大将でした。

コメントコメントコメントコメント

【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 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

權田（優） 長谷部（魁） 權田（陽） 早川 河内

　　メ　メ 　　メ　ド 　　　　メ　 　　メ　メ 　　メ　メ

▲　 　　　　メ

渥美 畠山 石黒 黒澤 八木

込む相手の面を

抜き、胴で先取。

その後開始から

じっくり面１本。大

事な初戦の先鋒

立派に役目を果

たしました。

直後ちょっと油断

し面をとられるも2

本目、３本目じっ

くり面を２本。先鋒

に続き頑張りまし

た。

をゆるめず打ち合

いから面２本目。

危なげない試合。

お見事でした。

手の手元が上

がった所で胴1

本。お見事でし

た。

本目。貫禄のある

大将でした。

コメントコメントコメントコメント

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

４（９）４（９）４（９）４（９）

剣真会剣真会剣真会剣真会 ０（１）０（１）０（１）０（１）

開始直後飛び込

み面1本。途中試

合が中断するも

気をゆるめず、打

ち合いからねらい

すまし面を打ち2

本目。非常にいい

試合でした。

互いに気合の出

し合い。相手も気

合十分。でも負け

ない。離れた所か

ら面1本。面打ち

をよけられたが、

すかさず引き胴で

2本勝ち。お見事

でした。

開始から抜き胴、

出ばな面と惜しい

技がいっぱい。相

面で１本取られて

も落ち着き、よく

見て面を返す。

体の大きい相手。

身軽にかわし、相

手の面に合わせ

引き面1本。その

後打ち合いの中、

相手のいついた

所を面1本。

かつぎながらの引

き面で1本先取。

その後も打ち合い

からよく見た面が1

本。

コメントコメントコメントコメント



【Aチーム　　準決勝】【Aチーム　　準決勝】【Aチーム　　準決勝】【Aチーム　　準決勝】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

權田（優） 長谷部（魁） 權田（陽） 早川 河内

　　ド　コ 　　メ　メ 　　メ　ド

　　メ　メ 　　コ　メ

荻谷（倖） 安村（幸） 荻谷（優） 佐々木 安村（謙）

【Aチーム　　決勝】【Aチーム　　決勝】【Aチーム　　決勝】【Aチーム　　決勝】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

權田（優） 長谷部（魁） 權田（陽） 早川 河内

　　コ　ド 　　コ　メ 　　ド　ド

　　メ　メ

藤田 柴田 西 山田 青鹿

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

３（６）３（６）３（６）３（６）

緑ノ風A緑ノ風A緑ノ風A緑ノ風A ２（４）２（４）２（４）２（４）

開始直後から飛

び込み面。積極

的に攻めたあと相

手の面を待って

抜き胴。お見事。

その後も攻めて手

元が上がった所を

小手で2本目。お

見事。

開始直後飛び出

す相手に抜き胴。

打ち合いから相

手の技が切れたと

ころを面先取。2

本目は面切り落と

し面で2本勝ち。

お見事。

試合直後の面の

打ち合い、相手の

面が一瞬速いか。

2本目開始、負け

じと攻め合うも相

手の面に3本上が

る。残念。次に期

待。

相手も積極的に

打ってくる。打ち

合いから一瞬の

すきに面を先取。

その後も落ち着い

た試合運びで胴

で2本目。勝ち試

合を決める。大事

な１勝。お見事。

互いに攻め合い

相手の小手が

ちょっと速い。2本

目相手の面に旗3

本。残念。気持ち

を入れ替え次の

試合に臨もう。

コメントコメントコメントコメント

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

３（６）３（６）３（６）３（６）

田島剣友会田島剣友会田島剣友会田島剣友会

AAAA

１（２）１（２）１（２）１（２）

相手より常に先に

打ち込む。フェイ

ントをかけてくる

互いに打ち合い

が続く中、小手を

先取。相手も負け

開始直後相手の

面に合わせて抜

き胴。得意技炸

つばぜりからの引

き面先取される。

いつにもまして気

相手も試合巧者。

互いに一歩も引き

ません。時間切れ

【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 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

齋田 村松 長谷部（颯） 安部 真砂

　　メ　メ 　　メ　メ 　　　　メ 　　コ　コ

　　　　メ 　　メ　　

渡辺 和田 桜井 秋元 安河内

相手より常に先に

打ち込む。フェイ

ントをかけてくる

相手に落ち着い

て対応。相手の

手元が上がった

所で小手先取。

打ち合いの中から

相手の面に合わ

せ抜き胴2本目。

立派な試合でし

た。

互いに打ち合い

が続く中、小手を

先取。相手も負け

じと打ってくるが、

よく見てねらった

面で2本目。お見

事でした。

開始直後相手の

面に合わせて抜

き胴。得意技炸

裂。2本目開始直

後に連続技で胴1

本。目のさめるよう

な技で試合を決

めました。お見

事。

つばぜりからの引

き面先取される。

いつにもまして気

合が入る。小手に

1本上がるも惜し

い。じりじり攻め合

う相手の面が飛ん

できて2本目。気

合の入ったいい

試合でした。悔し

さバネに稽古に

励もう。

相手も試合巧者。

互いに一歩も引き

ません。時間切れ

の引き分け。優勝

チームの大将。よ

く頑張りました。

コメントコメントコメントコメント

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

BBBB

３（７）３（７）３（７）３（７）

天馬少年天馬少年天馬少年天馬少年

剣士会剣士会剣士会剣士会

１（２）１（２）１（２）１（２）

1本目は相面。2

本目は抜き面。

先鋒としての役割

を果たした。

初太刀で面あり。

2本目も打ち合い

で勝って面。

打ち合いから1本

目をとられたが、

よく返した。打っ

たあとに気を抜か

ないようにしたい。

中途半端な間合

いで打たれてし

まった。しかし、1

本負けにおさえ、

勝利を決める試

合でした。

見事な2本勝ち。

でも、すばらしい

面を持っているの

だから面で決めた

い。

コメントコメントコメントコメント



３年生３年生３年生３年生

石井くん

　　　－　メ　 對比地（美園）… よく狙って打ちました。相手の技も上手によけました。時間切れ延長後

ちょっと油断。相手の面があたり、1本になりました。残念。

次も頑張りましょう。

内田くん

　　　－　ド 石黒（剣真会）… 大きな声で自分から力一杯打っていきました。つばぜり合いから引き胴を

取られましたが、その後も胴を打ったり一生懸命考えた試合でした。

個人の部個人の部個人の部個人の部

【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 次鋒 中堅 副将 大将

勝数

（本数）

齋田 村松 長谷部（颯） 安部 真砂

　　メ　 　　メ　コ

　　メ　メ 　　コ　コ 　　メ　　

古川 竹内 茅野 笠原 山岡

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

BBBB

２（３）２（３）２（３）２（３）

三室剣道部三室剣道部三室剣道部三室剣道部

AAAA

３（５）３（５）３（５）３（５）

1本目は抜かれて

面。2本目は相面

で負け。色々な相

手に対応できるよ

うにしたい。

面にこだわり、気

迫でとった立派な

勝利。

1本目に出小手を

とられる。2本目も

小手。出小手の

上手な相手との

戦い方を考えると

もっと強くなれる

はず。

惜しい面数本あ

り。手数では相手

を上回っていた

が、フッと下がっ

たところを面をとら

れる。

中心をしっかりと

れた面で1本。小

手、面の惜しい連

続打ちもあり。一

瞬相手が止まっ

た所を見事な引

き小手で勝利。

コメントコメントコメントコメント

取られましたが、その後も胴を打ったり一生懸命考えた試合でした。

一杯稽古すれば次は必ず勝てます。頑張れ。

岡部（哲）くん

メ　メ－　 千野（美園） … まっすぐ面を打ちつづけ、2本先取。いい試合でした。

　　　－メ　メ 五十嵐（やどかり）… 開始直後、気合一閃（いっせん）面を打つが相面。つばぜりからの引き面で

１本取られた。２本目開始、打ち合いが続く。一瞬止まった所に相手の面が

飛んできて２本目。よく打っていましたが残念。次、頑張りましょう。

細野くん

メ　　－ 星（田島） … 初めての試合。落ち着いて頑張りました。初勝利おめでとう！

　　　－コ　ド 関根（美園） … 積極的に打ってくる相手に、面打ちで応戦するも一歩及ばず。残念でした。

次も頑張りましょう。

４年生４年生４年生４年生

齋田くん

　　　－メ　メ 貴田（美園） … 気合十分の立ち合い。上背のある相手に面に乗られて惜敗。残念。

長谷部（魁）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！！

メ　コ－ 玉木（天翔） … 相面を制し、面あり。相手の手元が上がったところを出小手で勝負あり。

メ　メ－ 四元（領家） … おしい面抜き面あり。落ち着いて面２本。

メ　ド－ 萩谷（三室） … 背の高い相手にも関わらず面あり。返し胴で勝利。

準決勝準決勝準決勝準決勝

延長－コ 永瀬（浦和警察） … 両者攻めの攻防。互いにゆずらず延長戦へ。手元が上がったところ

出小手を決められ勝負あり。惜しい。

3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

メ　ド－ 村松（駒剣） … 小手抜き面で１本先取。面に対する返し胴で勝負あり。３位おめでとう！！

３位になれるか否かは応じ技が出せる（決める）かの差であった。



村松くん 入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！

　不戦勝 田島（剣真会）

コ　コ－メ 柴田（田島） … 下がったところを面をとられた。小手２本を返し勝利。

メ　メ－ 竹内（三室） … 両者一歩もゆずらず。重い面で１本。相面を制し勝ち。

準決勝準決勝準決勝準決勝

　　　－ド　メ 權田優（駒剣）… 面を打ったところを返し胴、下がったところを面をとられる。打った後、

下がった後のスキ、気の緩みに気を付けよう。

3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

　　　－メ  ド 長谷部魁(駒剣)… 小手抜き面で1本先取される。面を打ちにいくが胴を返される。

權田（優）さん 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！！

ド　メ－ 井藤（田島） … 切れ味するどい胴で１本先制。少し遠間からの面を決め、勝負あり。

ド　メ－ 藤本（一心館）… きれいな抜き胴で１本先取。相手が下がったところ面あり。

準決勝準決勝準決勝準決勝

ド　メ－ 村松（駒剣） … 面を打ってきたところを返し胴。下がったところを追って面。

決勝決勝決勝決勝

メ　メ 永瀬（浦和警察） … １太刀目で面あり。面２本で圧倒的な勝利。優勝おめでとう！！

５年生５年生５年生５年生

有賀さん

メ　　－ 高橋（原山） … 面、胴、よく技を出してました。相手に合わせることが多く、自分からもっと

攻めるといいですね。

　　　－メ　メ 荻谷（緑ノ風） … 昨年優勝者相手に自分から打ちにいってました。その気持ちを続けて

欲しいです。

伊東くん

ド　メ－　 蘇武（緑ノ風） … よく相手が見えてます。自分から足を使って詰めて攻めていってほしい。

ド　　－　▲ 住友（田島） … 立ち合いからの意外な胴が決まりました。足が止まっています。

もっと攻めてほしい。

延長－コ　▲ 加藤（緑ノ風） … 相手がやりづらそうなくらい相手をよく見て技を出していました。延長開始

直後の小手は相手が上手でした。直後の小手は相手が上手でした。

小松田くん

　　　－　メ　コ 沖田（緑ノ風） … 胴をねらったり自分から攻めてました。不用意に下がったところをねらわれ

ました。スコア以上に善戦していました。次、頑張れ！！

早川くん

コ　メ－ 藤原（田島団地）… 団体戦と比べて動きが硬かった。声を出して気迫を全面に出していこう。

▲延長－メ 安村（緑ノ風） … １回戦目よりも気迫が出て体もよく動き、いい試合でした。ただ全体的に先に

攻められているときが多く、自分からしかけていこう。

６年生６年生６年生６年生

河内くん 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　　－　 山岡（三室） … 体が重い感じ。いつもの動きではないが、うまくかわして面で１本。

メ　　－ 齊藤（一心館）… １試合目勝って動き良くなる。きれいな面で１本。危なげなく勝利。

メ　メ－　メ　 菱沼（沼影） … １本面を決められヒヤッとするがスイッチが入って立て続けに面２本。お見事！

準決勝準決勝準決勝準決勝

メ　コ－　メ 長谷部（駒剣）… 準決勝は駒剣対決。長谷部が先ず面で１本。すかさず小手で返す。

１回目の延長で勝負つかず２回目に。得意の小手を決め決勝進出。

決勝決勝決勝決勝

メ　　－メ　メ 佐々木（一心館） … 早々に相面で１本取られるがすかさず面を返す。２本目で同じタイミングの

相面。わずかに相手が速く惜しくも２位。選手宣誓、団体戦とよく頑張りました。

權田（陽）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！！

メ　メ－　 水野（中尾） … 落ち着いて面２本。貫禄勝ち。

メ　メ－　 天田（天翔） … 面を２本決め、危なげなく勝利。安心して見ていられました。

メ　ド－ 相川（浦和警察） … １本目面で決め、２本目はすかさず胴。落ち着いてました。

準決勝準決勝準決勝準決勝

　　　－メ　メ 佐々木（一心館） … よく知り尽くした相手。２本とも相面で相手がわずかに速かった。

この面に勝てるよう考えて稽古してみよう。

3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

メ　メ－　 長谷部（駒剣） … ３位決定戦は駒剣対戦。速い面２本で勝利。３位おめでとう！！



長谷部(颯）くん 入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！入賞おめでとう！！

ド　ド－ 山田（田島） … 積極的に攻めて開始早々に胴。その後も攻めて２本目も胴。気持ちが出て

ました。

メ　　－ 鈴木（浦和警察） … １試合目勝って動きがよくなった。危なげなく勝利。

コ　　－ 奥　（天馬） … 背が高くパワーのある相手に苦戦するも、うまく小手を決め１本。試合を追う

ごとによくなってきている。

     判定 中村（緑ノ風）　… 力のある相手。お互い決め手なし延長。延長でも決着つかず判定に。

旗２本で準決勝進出。

準決勝準決勝準決勝準決勝

メ　　－メ　コ 河内（駒剣） … 準決勝は駒剣対決。面を決め先制。このまま決勝かと思われたが、1本とり

返され、さらに河内得意の小手を決められ３位決定戦へ。

3位決定戦3位決定戦3位決定戦3位決定戦

　　　－メ　メ 權田（駒剣） … ３位決定戦。駒剣対決。６試合目でやや疲れたか。よく攻めるも面を２本

決められ惜しくも４位。でも試合を追うごとに成長が見られました。

これからも自信を持って稽古しよう。

真砂くん

コ　　－ 大貫（沼影） … 終了間際うまくすりあげてから小手で１本。やや苦戦したが攻めた結果の１本。

コ　コ－ 西　（田島） … 開始早々小手で１本。２本目も得意の小手で勝利。危なげない試合でした。

　　　－メ 佐々木（一心館） … 優勝者と準々決勝で対決。惜しい小手があったが速い面で１本取られる。

この負けを稽古に生かし、次はリベンジを。

一般の部一般の部一般の部一般の部

【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

勝数

（本数）

関口 清水 齋田
駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

０（０）０（０）０（０）０（０）

関口 清水 齋田

　　メ　 　　コ　 　　　コ　　　メ

及川 大地 和田

【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

勝数

（本数）

中牟田 近藤 木村

　　　　　　　ド

　　　　　　メ　 　　　　　メ　　メ

樋口 春日川 馬中

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

AAAA

０（０）０（０）０（０）０（０）

自彊会自彊会自彊会自彊会 ３（４）３（４）３（４）３（４）

気合い十分の大型対決。小

手を打ったところを相手の

面あり。その後惜しい面が数

本あるものの、時間切れ。惜

しい。

背の高い相手に落ち着いた

試合運び。面を打ちに行くと

ころを出小手で抑えられる。

背の高い相手だったので、

少し間合いが遠くなったのが

残念。惜しい。

開始３０秒程攻め合い、互い

に動かず。その後試合が動

き、面を打ちに行くことろを

出小手で抑えられる。2本目

は出ばなの面。手数は出て

いただけに惜しい。

コメントコメントコメントコメント

駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

BBBB

０（１）０（１）０（１）０（１）

天翔剣友会天翔剣友会天翔剣友会天翔剣友会

BBBB

１（３）１（３）１（３）１（３）

先鋒戦。相手は1回戦で豪

快な面で勝った選手。面に

対する警戒は十分。厳しい

攻め合いから相手の面を抜

き胴で1本先取。2本目引き

続き厳しい攻め合い。相手

の面が飛び込んできて1本。

なおも緊張の続く中時間切

れ。非常に見ごたえがありま

した。ありがとうございます。

中堅戦。体力に勝る男性選

手。開始直後の飛び込み面

で1本先取される。2本目開

始、気持ちは負けていない。

相手を攻める。頑張れ。体

が上背で勝る相手の面が1

本。相手にひるむことなく頑

張っていましたが、相手の面

が決まってしまいました。お

疲れ様でした。

2本勝で代表戦という条件の

プレッシャーの中、慎重に

じっくり攻め込む。相手はベ

テラン。なかなか思うようには

させてくれない。相手の技の

切れ目に飛び込んだ面、惜

しい。時間切れの笛の音。緊

張感のあるよい試合を見せ

て下さいました。ありがとうご

ざいました。

コメントコメントコメントコメント



♪選手の感想♪♪選手の感想♪♪選手の感想♪♪選手の感想♪

石井くん

　前の大会でもまけたので、リベンジしたいと思いました。

内田くん

　たたかってみたら相手が強くて1本とられました。またつぎのしあいでかちたいです。

岡部（哲）くん

　しあいでシードをあわせて2回かって、あと1回かてば、じゅんけっしょうだったのでくやしかったです。

　らいねんは、ゆうしょうしたいです。

細野くん

　1勝1敗でした。こんどでるときは、ゆうしょうしたいです。

齋田くん

　ぼくは団体Bチームで１し合目は勝ちましたが、２し合目で古川くんという人に負けてしまいました。

　やっぱりとまらずに打ち切ることが、ぼくのかだいだと思いました。

長谷部（魁）くん

　団体戦では優勝することができました。これは同じチームの人や応えんして下さった先生方などの

　おかげです。ありがとうございました。こ人戦では3位でした。これからはもっとけい古をがんばります。

村松くん

　こんかいのうら和の大会は２回目でした。まずだんたいせんで1回目は勝ちました。けれど2回目で負けて

　しまいました。くやしかったです。次のこ人せんは4位になりました。入しょうははじめてでした。

　うれしかったです。今度は3位をとりたいです。

權田（優）さん權田（優）さん

　私は、団体戦と個人戦に出場しました。団体戦はシードもあり、全部で4試合やりました。決勝戦では、

　一本目の旗が、赤、白とどちらの一本かがわからず、とても、ドキドキしましたが、赤の一本となったので、

　ホッとしました。その後も一本取れて、二本勝ちになりました。とても、チームワークのよいチームで、

　優勝できてよかったです。

　個人戦は、決勝は昨年決勝で負けた永瀬君とでした。今年は、リベンジできたので、とてもうれしかった

　です。でも、来年リベンジされないように、これからも精いっぱいけい古をがんばりますので、よろしく

　お願いします。

有賀さん

　1試合目の相手はせがとても大きく面がうちづらかったので、どうでせめようとしたけれど、なかなか

　うてませんでした。２試合目の相手はきょ年の優勝の人で、動きがとてもはやくて、私はなかなかうつ

　ことができませんでした。今回の試合では、相手のペースにあわせていたので、これからは自分から

　せめていきたいです！

伊東くん　

　１試合目はどうと、面を決めました。2試合目はどうを決めました。先生にどうを教えてもらい試合でどうを

　決めることができました。３試合は小手をとられてしまいました。よく小手をとられるのでとられないように

　したいです。

小松田くん

　今日の試合ははじまって数十秒たったら1本とられてしまいました。そのあとすぐ負けてしまってとても

　くやしかったです。

早川くん

　今日の大会で負けた敗因は、声、足、間合いです。ぼくがこれから注意しなければならないことは、

　くずれないことです。これからまた頑張ります。

安部くん

　初めての団体戦で、2試合中2試合負けてしまいました。団体戦は個人戦とはちがって、1本1本がすごく

　大切で、勝敗に関わるので、1本で勝てばいいやではなく、2本をとって勝てるようにがんばりたいです。



河内くん

　初めて選手宣誓をさせていただきました。本番は、すごくきん張したけれど、練習通りに言えて良かった

　です。団体戦では、ぼくはあまり勝てなかったけれど、みんなのおかげで三連ぱできました。ありがとう

　ございました。個人戦では2位でした。すごくくやしかったけれど、相手の面はまっすぐできれいでした。

　ぼくもあのような面が打てるよう、日々がんばりたいです。

權田（陽）くん

　今回、ぼくは、団体戦では、中堅を務めました。先鋒次鋒が勝ってきてくれたので、中堅以降は

　比較的楽な気持ちで臨めたと思います。

　決勝戦は、中堅のぼくが勝てば勝ちだったので、緊張しましたが、勝つことができてよかった

　です。駒剣として三連覇できたので、とてもうれしかったです。

　個人戦は３位になり、次の大会へと駒を進めることができました。

　これからは、普段の稽古プラス筋トレや素振りをもっとやって、個人で優勝できる選手に

　 なりたいです。これからも、稽古よろしくお願いいたします。

長谷部（颯）くん

　今日、浦和の大会で初めて勝てました。1回戦、2回戦と1本勝ちで、3回戦は前に秒殺された奥君と

　あたりました。面はらい小手を打って勝ちました。

　次の試合は河内君でした。1本ずつとって延長2回目に小手をとられて負けました。3位決定戦は

　ごん田君に2本負けしました。県大会までけい古をがんばって、勝てるようにしたいです。

真砂くん

　団体戦では、自分の力をはっきできました。でも、個人戦ではシードでした。体があまり動かなかったので

　やっと1本とれました。2回戦目は体が動いたので勝つことができました。おうえんしてくださり、ありがとう

　ございました。

中牟田侑紀先輩

　この度は出場させていただきありがとうございました。高校の部活の引退からあまり稽古出来ずに

　臨んだ試合で本当に申し訳なかったです。けれど、木村先輩とは初めて、近藤先輩とは中学生

　ぶりに団体を組めて本当に嬉しくて楽しかったです!☆小学生の活躍も素晴らしく、楽しそうに試合　ぶりに団体を組めて本当に嬉しくて楽しかったです!☆小学生の活躍も素晴らしく、楽しそうに試合

　する姿を見てこれからも剣道を続けようと思いました。また機会があればよろしくお願いします。

近藤麻美先輩

　今回初めて駒剣OGとしてこの大会に出させていただきました。なによりも駒剣士のみんなから

　元気をもらいながら、女子チームで試合することができてとても楽しかったです！

　是非また機会があればよろしくお願いします。

　そして駒剣の先生方、先輩方、保護者の方々には朝早くから審判、記録、試合準備、応援を

　していただいて本当にありがとうございました。

　改めて多くの方々に支えられながら試合ができているんだなと実感することができました。

　感謝の気持ちを忘れず、今回の試合の反省を今後の大学での稽古に活かしていきたいと思います。

木村香織先輩

　この度は駒剣OGチームとして試合に参加させていただきありがとうございました。初戦敗退という

　不甲斐無い結果ではございましたが、小学校卒業以来会う機会が希少であった仲間と共に

　試合に臨め、非常に楽しいひと時を過ごさせていただきました。小学生の皆さんの活躍ぶりは

　圧巻でした。私も負けじと稽古に励んでまいりますので、今後とも何卒宜しくお願いいたします。

　ありがとうございました！



関口大輝先輩

　まず、チームとしては昨年のOBチームに引き続いて優勝を狙っていましたが、一回戦負けという

　悔しい結果となりました。

　個人としても先鋒としてチームに勢いをつける試合をしないといけないところが、一本負けをしてしまい

　中堅、大将の方々に負担のかかる試合展開としてしまい、先鋒の役割を果たせませんでした。

　今後の課題としては「剣先争い」で負けないよう、相手の中心を取ることを意識して取り組んでいきたい

　です。中心を取ることが出来れば、小手に頼ってしまう剣道のスタイルから面を中心とした攻めに変え

　られると思うので、稽古に取組んでいきたいです。

　また今大会もOBチームを出場させて頂きまして、OBとして御礼申し上げます。

　OBとしては、駒剣を卒業しても道場や修道館に稽古に行くといつも暖かく迎えてくれるだけでもありがたい

　のに、駒剣の名前で大会まで出場させて頂けることは本当に光栄なことです。

　今後ともOBメンバーが道場にお伺いし、お騒がせすると思いますがよろしくお願い致します。

清水先生

　いつも試合の時はそうなんですが、今回も子供たちに元気を頂きました。

　勝っても負けても果敢に攻めていく勇気に感服します。

　それに対して大人の試合は、子供たちに元気を与えられたのかなと。。。

　今日の自分の試合を振り返ると、『待ち剣』の相手に素直に打って行っちゃった事に反省です。

　・・・あー、くやしい、眠れないよぉー。

齋田先生

　まず、２０年ぶりの対外試合の機会を与えてくれた駒剣に感謝です。昔と同じわくわく感を

　感じることができて本当にうれしかったです。逆に、昔のように「こわさ」を振り切って打ち込むことが

　出来なかったことに反省です。試合は、「こわい」ですよね。そのこわさを振り切って技をだせるように

　けいこを積み上げていきたいと思います。



５月号はみなさんの想像したお友達通りでしたか？５月号はみなさんの想像したお友達通りでしたか？５月号はみなさんの想像したお友達通りでしたか？５月号はみなさんの想像したお友達通りでしたか？

６月号は「むずかし～」という声が聞こえてきましたが、みなさんはどうでしたか？６月号は「むずかし～」という声が聞こえてきましたが、みなさんはどうでしたか？６月号は「むずかし～」という声が聞こえてきましたが、みなさんはどうでしたか？６月号は「むずかし～」という声が聞こえてきましたが、みなさんはどうでしたか？

では、6月号の正解を発表します！！では、6月号の正解を発表します！！では、6月号の正解を発表します！！では、6月号の正解を発表します！！

それでは、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！それでは、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！それでは、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！それでは、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。さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。さぁ、みなさん、だれなのか考えてみてくださいね。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Ａさんのエピソード

　その１　小さい時はあまり笑わない子だったそうです。

　　　　　　（今は　よく笑います）

　その２　好きな教科は、体育です。

　その３　学校行事では、運動会が何よりも楽しみ。

　　　　　　毎年選ばれている代表リレーの選手の座を、

　　　　　　今年もねらっています！！

　その４　誕生日が、夏休み最終日の8月31日です。

　　　　　　宿題が終わっていないと、最悪な誕生日になってしまいます。

　その５　剣道は2年生から始めました。

　　　　　　お兄ちゃんのつき合いで、道場には２才から通っています。

　　　　　　小さい時の私を知っている先生方や、成人会員の先生がいらっしゃるので

　　　　　　うれしいような、恥ずかしいような…。

Bさんのエピソード

　その１　将来の夢は剣道の選手です。

　その２　好きな給食のメニューは「あげぱん」です。

　その３　「おれは○○」（←漢字は違うけど、本人の名前と同じ）

　　　　　　という剣道マンガがあります。（まだ読んだことはありません）

　その４　「コロコロコミック」とマンガ「ワンピース」が

　　　　　　大好きです。（お兄ちゃんも大好きです）

　その５　防具は福岡のおじいちゃんが買ってくれました。

　　　　　　GWにおじいちゃんとおばあちゃんが駒剣の見学に来てくれました。

　　　　　　僕が剣道している姿を見て、とっても喜んでいました。

Cさんのエピソード

　その１　４つ違いの姉がいるのに、よく一人っ子と間違えられます。

　その２　ピアノを幼稚園から習ってますが、発表会は１度しか

　　　　　　出たことがありません。

　その３　「黒子のバスケ」が好きです。

　その４　好きな芸能人は出川哲朗です。

　その５　家にニャンコ先生がいます。



６月２０日のお稽古で、尾島先生から試合（特に団体戦）の心得６月２０日のお稽古で、尾島先生から試合（特に団体戦）の心得６月２０日のお稽古で、尾島先生から試合（特に団体戦）の心得６月２０日のお稽古で、尾島先生から試合（特に団体戦）の心得

についてお話がありました。駒剣のみなさん、気をつけましょう。についてお話がありました。駒剣のみなさん、気をつけましょう。についてお話がありました。駒剣のみなさん、気をつけましょう。についてお話がありました。駒剣のみなさん、気をつけましょう。

①審判の先生方やボードの前に立ってはいけません。

　　コートで審判をされている先生方からはボードが見えますか？

　　席で待機されている先生方からは試合・ボードを見ることができますか？

　　ひょっとしたら邪魔になってませんか？

②審判の席に駒剣の先生方がいらっしゃっても個人的に話しかけたり質問をしてはいけません。

 　試合当日は剣道連盟の先生として審判されています。

③試合会場での給水は隅の方で座って飲みましょう。

④蹲踞（そんきょ）をして抜け刀をするときは必ず上から行いましょう。

⑤試合終了後、次の選手とハイタッチするのはやめましょう。

お知らせ

　　　　　　　　　　　　　　礼儀正しく清々しい駒剣士でいてくださいね！



　　　　【後援部からのお知らせとお願い】後援部からのお知らせとお願い】後援部からのお知らせとお願い】後援部からのお知らせとお願い】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小松田・權田

・修道館(本太中学校)使用の注意

　７/13(土)のお稽古は、１部(13時～)と２部(15時～)共に、修道館でのお稽古になります。以下の点に

  十分ご注意の上、安全にお稽古できるようにご協力をお願い致します。

　　　　◎使用できる施設は２階の剣道場のみです。１階の柔道場には入らない。

　　　　◎本太中剣道部のものはさわらない！

　　　　◎小学生は更衣室を使用できません。原則として稽古着に着替えて来ること！

　　　　　ただし危ないので袴をはいての自転車はやめること！

　　　　◎飲み物は、ペットボトルではなく水筒を持参すること！(自販機はありません)
　　　　◎道場の鍵は開始15分前に開くので、早く来すぎないこと！

　　　　　駒場体育館の道場と同様に、感謝の気持ちを込めて掃除(雑巾掛け)をし、来た時

　　　　　よりもきれいして道場を出るようにしましょう！

　　　　◎送迎等の際、学校敷地内での喫煙はご遠慮ください。

　　　　◎学校なので駐車スペースが限られています。送迎以外の駐車はできません。送迎

　　　　　時は特に事故など無いように気をつけてください。

　　　　　　　　何かご不明な点がありましたら、役員までお尋ねください。

・スポーツ安全保険(傷害保険)について

　駒剣で加入している傷害保険についてお知らせします。(毎年、更新しております。)
　この機会に一度、補償内容等を各自でご確認ください。パンフレットをご覧になりたい方は会計(安部

   さん) までお申し出ください。

　　　　　　社団法人　スポーツ安全協会　　http://www.sportsanzen.org
  　　　 　　<加入区分>  子供…A1、大人…C

・駒剣ホームページとYahooボックスについて

   日頃、ホームページやYahooボックス(行事・大会写真アルバム)を活用されていますか。ホームページ   日頃、ホームページやYahooボックス(行事・大会写真アルバム)を活用されていますか。ホームページ

   管理人の冨田さん、いつも写真を撮影してYahooボックスにアップしてくださる新井美鈴さんと書記の

 加藤さんと岡部さんには感謝申し上げます。子供たちの頑張っている姿や楽しい写真を発見して、ぜひ

   ご家庭 でご利用ください。

 　　　　　　  駒剣HP…http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html

・スポーツドリンク配布の中止について

　これまで、大会終了後にスポーツドリンクを配布しておりましたが、経費削減の一貫として先日の

    浦和大会より中止させて頂きましたので、ご了承くださいますようお願い致します。m(__)m



　　5月11日より始まりました剣道教室。多くのみなさんが参加して下さり、毎回とても活気のある　　5月11日より始まりました剣道教室。多くのみなさんが参加して下さり、毎回とても活気のある　　5月11日より始まりました剣道教室。多くのみなさんが参加して下さり、毎回とても活気のある　　5月11日より始まりました剣道教室。多くのみなさんが参加して下さり、毎回とても活気のある

　　お稽古でした。　6月末現在で25人もの入会がありました。うれしいですねヽ(^o^)丿　　お稽古でした。　6月末現在で25人もの入会がありました。うれしいですねヽ(^o^)丿　　お稽古でした。　6月末現在で25人もの入会がありました。うれしいですねヽ(^o^)丿　　お稽古でした。　6月末現在で25人もの入会がありました。うれしいですねヽ(^o^)丿

　　ご指導してくださいました先生方、まことにありがとうございました。　　ご指導してくださいました先生方、まことにありがとうございました。　　ご指導してくださいました先生方、まことにありがとうございました。　　ご指導してくださいました先生方、まことにありがとうございました。

　　山田先生、清水先生、福島先生からお言葉をいただきました。　　山田先生、清水先生、福島先生からお言葉をいただきました。　　山田先生、清水先生、福島先生からお言葉をいただきました。　　山田先生、清水先生、福島先生からお言葉をいただきました。

山田先生山田先生山田先生山田先生

　6月29日に今年の全8回の剣道教室が終了しました。

　今年は、３９名もの参加者がいました。毎回保護者の方もたくさん見学され、駒場の道場はいっぱいいっぱいの

状態でした。こんな大人数の教室もたくさんの会員のみなさんのいろいろなところでの協力のおかげで無事終了

することができました。ありがとうございました。

　さて、教室の最後でも話しましたが、剣道では、「師弟同行（していどうぎょう）」という事を言われます。これは、

先生と生徒が同じことを実践（じっせん）、実行していくことで共に高めあい、時には先生はその行いを通じて

生徒を諭（さと）していくという意味です。

先生も生徒もおなじことをするというところが大事です。私も今回の教室を通じて、改めて剣道の基本を考える

機会をいただきました。剣道の基本とは、正しい竹刀の使い方や足の動かし方、そして、礼の仕方や剣道を

するものとしての振るまいです。毎回、自分ができているかなと考えながら、みなさんにお話しをしました。

また、剣道はなかなかすぐにおもしろいと感じることはないかもしれません。ただし、やっているうちに必ず面白く

なる時がきます。

　教室に参加した人で、今月のこまけんだよりを読んでいる人は駒剣に入ることを決めた人だろうと思います。

一生懸命（いっしょうけんめい）に上達することを目指して稽古にはげんでください。

　駒剣でいっしょにがんばりましょう！

清水先生清水先生清水先生清水先生

　指導の支援をさせていただきました。

剣道教室が無事終了しました…。

清水先生清水先生清水先生清水先生

　指導の支援をさせていただきました。

　参加者の子供たちは、回数を増すごとに正座や挨拶の仕方が驚くほど上手になりましたね。

剣道の構えや打ち方や足さばきは、普段の生活ではしない動きばかりで、さぞ苦痛な姿勢の連続だったと

思います。

　でも、やればできる子供達で、どんどん上達していくのを見て嬉しくなりました。

中には、まだまだ遠慮している子供もいましたが、何かのきっかけで変わってくれると思います。

20名を超す申し込みがあったそうで、とてもうれしく思います。

　また駒剣の歴史に名前や記憶に刻む 子供たちが多数、育ってくれると思います。

私たち大人も、一人でも多くの子供たちが駒剣で剣道やってて良かったと思ってくれるように、更に頑張って

指導していきたいと思います。

  今回はお世話になりました。

福島先生福島先生福島先生福島先生

　今回大人数の剣道教室でしたが、山田先生のご指導のもとたくさんの先生方に支えられながら、子供たちも怪我

する事なく無事終える事ができ感謝の気持ちで一杯です。そして、何より駒剣士の活躍が大きな力となりました。

私自身も良い経験となりました。25名入会との事。嬉しい限りです。これから皆さんのより一層の力で新入会員を

引っ張っていってください。

駒剣を代表して、キャプテンの河内くんからメッセージを紹介します。駒剣を代表して、キャプテンの河内くんからメッセージを紹介します。駒剣を代表して、キャプテンの河内くんからメッセージを紹介します。駒剣を代表して、キャプテンの河内くんからメッセージを紹介します。

　駒剣は楽しいですよ。なぜなら、先生方がすごく

分かりやすく教えてくださるし、仲間がすごくやさしく、すぐ

友達になれます。二つ、してほしいなぁと思うことがあります。

一つは、先生方のお話をよく聞いて、大きな声で

返事をしましょう。もう一つは、駒剣はお借りしている所

なので、少しでも、来た時よりもきれいにして帰りましょう！

※けい古の終わりにぞうきんがけをします。

　それでは、みんな、いっしょにがんばろう！！




