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<７月の予定>     

◎稽古  ・木曜日    17：00～19：00     

  ・土曜日    1部 13：00～15：00（初心者対象）   

                    2部 15：00～17：00    

       
木曜 初心者 初心者以外 土曜 １部    ２部      

2日 柔道場 剣道場 4日 剣道場 剣道場  

9日 柔道場 剣道場 11日 剣道場 第1体育室(1/2面)  

16日 柔道場 剣道場 18日 剣道場 剣道場  

23日 第 2体育室 剣道場 25日 剣道場 剣道場  

30日 柔道場 剣道場     

        
■11日（土） 13:00～15：00 竹刀の手入れと稽古着・袴のたたみ方講習会  

■18日（土） 全日本都道府県少年剣道大会県予選会（埼玉県立武道館）  

   ※参加選手：權田優樹、長谷部魁  監督：本荘先生  

  15:00～17：00 合宿説明会（駒場体育館 ２F会議室）  

■20日（祝・月）  9:00～12：00 塚越剣友会交流会（蕨東小 体育館）  

■23日（木），30日（木）   17：00～19：00 子どものためのスコアつけ教室  

■25日（土）    9：00～ 浦和少年強化稽古会（浦和西高校 剣道場） ※対象者のみ 

       
<８月の予定>      

◎稽古  ・木曜日    17：00～19：00     

  ・土曜日    1部 13：00～15：00（初心者対象）   

                    2部 15：00～17：00    

■ 1日（土）～3日（月）     夏合宿（河口湖 月山荘）    

■ 8日（土） 15:00～17：00 前期級審査会   

■15日（土） お盆休み     

■23日（日） 13:00～17：00 OB・OG合同稽古会（駒場体育館 剣道場）  

■29日（土）   15:00～17：00 お父さん・お母さんのためのスコア教室  

       
<９月の予定>      

◎稽古  ・木曜日    17：00～19：00     

  ・土曜日    1部 13：00～15：00（初心者対象）   

                    2部 15：00～17：00    

■ 6日（日） 一、二、三級審査会 初二段講習会 合同稽古会（駒場体育館）  

■26日（土） さいたま市民剣道大会（さいたま市記念総合体育館） ※通常稽古休み 
 

こまけんだよりは公式サイトでもご覧いただけます。是非カラーでもお楽しみください♪ 

http://www.geocities.jp/komaba_ken_hp/index.html 
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本荘先生からのお言葉 
 

  

          ついこのあいだ「こまけんだより」の原稿を書いた気がします。時間が経つのは早いですね。 

一年を考えても半年が終わってしまいました。今年たてた剣道の目標達成状況はいかがで 

しょうか。これから本格的な暑さがやってきます。気合いを入れ直す意味でも、自分の目標 

を今一度確認すると良いと思います。 

 

さて、６月はいろいろな行事がありました。２１日（日）には「さいたま市浦和剣道大会」が大宮武道館で行われ

ました。小学生の団体戦ではＡ，Ｂチームが３位入賞となりました。Ｂチームは、一本とられて負けそうなところで

追いついたり、代表戦を勝ち上がったりして健闘が見られました。Ａチームは安定した力を発揮しながらも、敗

れた試合についてはもったいない戦いでした。あのような試合展開にならない心技体を、駒剣全体で鍛えてい

かねばと感じました。 

個人戦では、６年生權田優樹選手が優勝、見事な３連覇でした。長谷部魁選手が３位に、村松蒼選手がベス

ト８に入りました。４年生では渡邊柚生選手が３位に、住屋選手がベスト８になりました。この５人に５年生でベス

ト１６になった、加藤遙選手と住友裕亮選手を加えた７人が、１１月１日に行われる埼玉県剣道大会尐年の部に

向けた、浦和剣道連盟の強化選手に駒剣から選ばれました。７月２５日（土）浦和西高校と９月１３日（日）市立

浦和高校で、尐年の強化練習会が予定されています。先日の試合結果と強化練習会の様子を見て選手選考

をするそうです。  

 一般の部でもＡチーム（錬成部）、Ｂチーム（ＯＢ会員）ともに見応えのある試合をしてくれました。惜しくも入

賞はなりませんでしたが、素晴らしい一本がそれぞれにあり盛り上げてくれました。中学生の部でも原山中男子

が優勝するなど、駒剣の先輩方は大活躍でした。試合に出場した者はもちろん見学者も含めて、次の機会に

つなげていきましょう。 

 

 ２８日（日）にさいたま市記念総合体育館で行われた「全国尐

年尐女剣道祭」には、６年生チームと５年生チームが出場しまし

た。試合については日頃なかなかできない相手と剣を交えること

ができ、良い経験になりました。その他にも、選手権者の剣道指

導や“埼玉県警米屋選手とはんにゃ金田選手”の立ち合いなど、

見どころが多くありました。基本稽古の指導を受け、それを駒剣

で実践してみたいという声も聞かれました。良い刺激を受けたよう

なので、こちらも今後に活かしてもらいたいです。 

 

 ５、６月と行ってきた駒剣剣道教室が終了しました。２７日（土）の最終日には、修了者に修了証と記念品を

渡しました。熱心に取り組み出席率も高かったようです。１６人が引き続き駒剣に入会してくれるとのこと、うれし

く思います。同時にしっかり指導していかねばという責任も強く感じています。しばらくの間、木曜日は別会場で、

土曜日は時間をずらしての初心者指導となります。ぜひ、会員の力を合わせて育成していきましょう。よろしくお

願いいたします。 

 

 ２０日（土）の修道館にはたくさんのＯＢが集まってくれました。特に高校の部活動を最近引退した高３生が

部活仲間とともに集合し、ズラーッと私の前に並んでくれ激しい稽古ができました。剣道をしてクタクタになった

のは久しぶりで、翌日の審判ができるか心配になるほどでした。なんともうれしい疲労感、剣道の良さ（人のつ

ながり）を感じた時でもありました。 

 

 今月も「竹刀の手入れと稽古着・袴のたたみ方教室」「塚越剣友会との交流会」「子どものためのスコア付け

教室」など、行事が目白押しです。そのあとすぐに楽しくも厳しい「夏合宿」もあります。夏本番を迎えますが、目

標をもって稽古に取り組んでいきましょう！ 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeDM41ZNVTkIAGTGU3uV7/SIG=11u2tbjr5/EXP=1435838136/**http:/www.h3.dion.ne.jp/~wakui/070310.jpg
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よっ！  みんな，元気か？  
 

２週続けての試合，ご苦労様だったな。 選手も，補欠も，応援も，よく頑張ったと思うぞ。 

それに，応援に行けなかった人も，日頃の稽古で，試合に向けて盛り上げてくれたので，駒剣みんなでたたかった

成果だな。団体２チームとも３位ほか，個人での入賞者も何人もでたのは，すごかったよな。 
 

でも，ジャイアンは，入賞ってことではなくて，良い試合が多かった点を評価したいな。自分がどんな試合をした

か，駒剣の仲間がどんな試合をしたかを思い出しながら，良いところをとり入れて伸ばして欲しいな。 
 

ところで，剣道には，「打って反省，打たれて感謝」という言葉があるのを知っているかな。  

今日，ジャイアンが言いたいのは，この後半の「打たれて感謝」のところだ。これは，相手から打たれることで，自分

の弱点がわかるのだから，弱点を教えてくれた相手に感謝しようということだよな。 勝った試合や内容の良い試合

をしたときは，心に余裕があるから，礼もしっかりできるし，試合場から後ろ向きで出ることもできるよな。でも，負け

たり，不満の残る試合の時，相手とちゃんと竹刀をあわせなかったり，目を合わせて礼をしなかったり，試合場の中

で向きを変えて出てしまったり，すぐに監督の先生のところに行かなかったり... 

何人かは注意されたと思うけど，これはいけないぞ。 気持ちはわかるけど，こんな態度は，一生けんめい戦ってく

れた相手に失礼だし，審判の先生をはじめ，監督の先生，応援してくれた仲間や両親に対しても失礼だぞ。 

泣いたり，わめいたりしたかったら，後でやってくれよな。  
 

それと，もう一つ，おこごと。 それは，応援の仕方だ。応援に来ているのに友だちと遊んでいるのは問題外だよ

な。 コートの近くにいるときは，基本は，座って，拍手で応援するのがマナーだぞ。本当は，先鋒から大将までず

っと正座が基本だけど，しびれて応援どころではなくなっちゃうので，途中，足をくずしてもいいぞ。でも，先鋒と大

将の試合は正座しような。 そして，応援で大切なのは，しっかりと試合を見てあげて，良い技が出たら拍手をする

ことだぞ。きょろきょろしていると大切な瞬間を逃してしまうぞ。選手は，自分が打った後に拍手が聞こえると，よし，

がんばろうと思うんだ。手が赤くなるまで拍手してあげよう。 
 

 試合の結果は，いろいろだと思うけど，これを次に生かさないと進歩がないぞ。 

夏合宿での試合や秋の大会もあるから，今回の試合を是非生かしてくれよな。  

じゃ，またな！ 

 
駒剣のジャイアンこと 

齋田先生 

 
☆神田先生☆ 
1.剣道を始めたきっかけは何ですか？ 

子供が駒剣でお世話になるようになり、見とり稽古をしているうち丸山先生や山崎先生に勧められて。 

2.剣道歴は何年ですか？  約 15年 

3.剣道をやっていて一番よかったと思う瞬間は？  稽古のあと面をはずした時。 

4.剣道をやっていて一番楽しかったのはいつですか？ 

子どもと一緒に稽古をしていた頃。（小学生の頃） 

5.着装が乱れないよう胴紐や面紐を固く結ぶコツを教えてください。  たてむすびをしないこと。 

6.剣道以外の趣味はありますか？   華道、切り絵、読書。 

7.一番欲しいものは何ですか？   健康と時間。 

8.普段されている仕事は何ですか？   退職しましたので今は家事のみです。 

9.丸山先生について、どんな先生だったのかエピソードなど教えてください。 

  駒剣のことをいつも考えておられた先生です。また、いつも笑顔で子ども達の良いところを見つめておられま 

した。子どもと一緒に剣道の稽古や話ができるのはとても幸せな事だよと常々言っておられました。 

そして、自分の子どもを見るのではなく他の子を先に見てあげるようにと。 

 
駒剣のお母さん 

神田先生！ 
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太郎の百錬自得 
第 16回 三殺法（さんさっぽう） 
 

6月は 2回試合がありましたが、自分の実力発揮できたかな？本当のところ、 

実力を発揮できた試合なんてほとんどないものです。今の実力の 3割出れば 

いいほうかもしれません。うまくいかないことの方が多いもの。秋の試合に向けてまた頑張りましょう！ 
 

みんな、「三殺法」って知ってますか？ 

なんか恐ろしい感じもするけど、剣道ではとても大事なことだから、ぜひ覚えておいてくださいね！ 
 

三殺法の三は「剣」「技」「気」の３つになります。 

剣道は相手の「剣」「技」「気」を殺して勝て！ということですね。 

殺すというと表現が強いので、「制する(せいする)」くらいでもいいのかなと思いますが… 
 

それぞれどういうことかというと、 

「剣を殺す」とは「竹刀を殺す（制す）」、つまり自由にさせない、ということですね。相手の竹刀を左右から

張ったり、押さえたり、払ったり、巻いたりしながら、相手に自分の正中線をとらせない、ということです。 
 

次に「技を殺す」、となると尐し難しい感じがしますが、常に先をとるということです。 

相手が技を出す前にこちらが技を出す。当然向こうは技を出せませんね。 
 

さらに「気を殺す」ですが、気で先をとる、ということですね。相手より先に気合を入れろ！とか相手よりも長

く大きく声を出せ！とか言われたりするのも、要は相手の気を殺すためにやるのですね。 
 

と、この３つがバランスよくできることが大事です。 

常に意識しながら稽古していくしかないですね。 
 

三殺法を体得していくには、切り返しでも基本打ちでも、必ず剣先が触れ合う前から始めるということだと

思います。そこから先をとって打ち間に入るように意識します。いきなり一足一刀の間合いから始めるよう

な稽古は、基本打ちでも直してほしいものです。強くなりたい人にとっては、すごく遠回りだと思います。 

自分もそんな稽古をしていた時期があるのでよく分かります。 

「剣先が触れ合う前から打ち間に入るまでが「剣道」である。」という先生もいるくらいです。 
 

 

剣道の歴史篇 Vol.2 武士の時代 
 

前回は日本刀ができてきたのは、平安時代中期から末期だったという話でした。 
 

その後は、鎌倉時代、室町時代を経て、戦国時代、と日本は戦いに明け暮れるわけです。その戦いの手

段として、剣術は尐しずつ発展していきます。ただし、最初は弓や馬が重視されていたようですし、飛び道

具でなくても、長い武器（槍やなぎなたなど）がよく使用されていたようです。 
 

考えてみると、戦場での戦いは、自分がより安全な遠いところから相手を攻撃する、相手より早く移動す

る、自分をしっかり守って相手の隙を突く、ということのほうが重要ですね。 
 

剣術が一気に花開くのは、戦に明け暮れる時代が落ち着きはじめたころからです。戦場での戦いから日

常での戦いへ、甲冑をまとった戦いから平服の戦いへと、戦う場面が移っていくときに、剣術が発達し、

様々な流派が生まれました。有名なのが、神道流や陰流などですね。 
 

粗悪なものも含めて室町以降は日本刀が量産されはじめており、農民でも刀を帯刀していたくらい刀が普

及していたことも大きいかもしれません。豊臣秀吉が刀狩りするくらいですからね！ 
 

次回は江戸時代から幕末までを考えてみます。 

 
長谷部先生 
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さいたま市浦和剣道大会＠大宮武道館 出場選手の感想 
 

長谷部君  団体戦では、チームの負けの原因のような試合をしてしまいました。これから団体戦に出る時があったら、チームの 

        ことを考えて試合ができるようにしたいです。個人戦で負けてしまった原因を確かめて、これから稽古を頑張ろうと思 

いました。応えんして下さった方、ありがとうございました。 

權田さん  今回は、選手宣誓をさせて頂き、ありがとうございました。尐し早口になってしまいました。 

<団体戦>私は、初めての大将で尐し緊張しました。最初の二試合は先鋒から良い流れで勝つことができました。 

準決勝は、皆、惜しい試合だったので、自分は絶対二本勝ちと思い、がんばりました。 

<個人戦>最初の二試合は思ったように動くことができました。準々決勝は、やりづらい相手でしたが、思い切った面が 

打てました。準決勝は昨年も準決勝で延長で勝った藤田君でした。今年は時間内に小手を取ることができ、尐し前進 

したと思います。決勝戦は 4年連続、いつものお相手、永瀬君でした。積極的に攻め、すり上げ面が決まり、優勝する 

ことができました。三連覇を目標にしていたので達成できて嬉しかったです。 

今後も、稽古をがんばりますので、よろしくお願いいたします。 

村 松 君  団体戦では、1、2回戦ともに、チームでしっかりと勝てました。3回戦の沼影剣友会では、出小手をとられ、その後、 

          面を取り返し、結果引き分けで、チームとしても負けてしまいました。団体戦で大切なのは、「チームのことを考える」 

ことだと、あらためて分かりました。 

個人戦では、しっかりと「前に前に、せめる」ことができました。4回戦で強い相手とあたり、2本負けでした。負けた 

理由は、「前に出る勢いが、相手より足りない」ことだと思いました。これからは、そこを稽古で強化していきたいです。 

齋 田 君  団体戦では、すべての試合が大将の自分にかかっていたので、すごく緊張しました。でも、２試合目では、メンを取り 

          返して引分けに持って行けたので、良かったです。個人では、不用意に打っていって、相面で負けたのが、くやしい 

          です。がんばります。 
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奥 田 君  今回は、大きな大会に出させていただきありがとうございました。試合を振り返ると、山田先生に「腰ごと前に出なさい」 

と言われましたが、それが守れていませんでした。また、ほとんど相手の動きに合わせて技を出していたと思うので、 

今後は自分から技を出していくということを意識して稽古したいです。声はよく出ましたが、相手の行動にイライラして 

メチャクチャになっていたので、落ち着いていたらもう何本か取れていたかもしれません。 

なので、次は落ち着きをもってのぞみたいです。 

橋 本 君  浦和剣道大会に出場させていただきありがとうございました。ぼくは初めての対外試合だったのですが、一戦目には 

まず相面で勝ちました。しかし相手にも相面をとられてしまい、また反則もとられてしまいましたが「始め」の合図の直後 

に相面が決まって良かったです。今回の大会では面しか取れなかったので、小手や胴もねらっていきたいです。 

岡 部 君  今日はシードで二回戦目からで、二回戦目で負けてしまいました。あい面ばかりで、他の技をなかなか出せなかった 

        ので、試合で他の技を出せるように練習していきたいです。ありがとうございました。 

住 友 君  初めての試合で一勝できるかなと思って緊張しながらもやったら勝ってよかったと思いました。 

そして 3試合目にお腹が痛くなりとてもきつく負けてしまいました。でも、初めてで 3試合目までいけてよかったです。 

川 島 君  ぼくを個人戦に出させて下さりありがとうございます。ぼくは個人戦の 1回目は面を 2本取って勝つことが出来ました 

        が、2試合目は最初から下がってしまい、面をとられてしまいました。だから、これからのお稽古は、下がらない剣道を 

       目標にしていきたいです。 

加藤さん  初めて三回戦までいきました。二回戦目は面などで勝利しましたが、三回戦目、こてを 2回とられて負けてしまいました。 

        母には“これで自分のレベルがわかったろ”と言われました。また大会に出れるときはさらに力をはっきしたいです。 

渡 邊 君  団体では最後ぼくが勝っていれば…と思っても、今はどうしようもないです。来年は、団体でも個人でも優勝したいです。 

工 藤 君  Aチームの次ほうとしてださせていただきありがとうございました。初戦は Aチーム全員が勝ち、快勝でした。2回戦、 

        3回戦、両方とも僕は 2本負けしてしまったので、また稽古をがんばりたいです。 

住 屋 君  ベスト８までにはいって５位でおわりました。もっとうって１本とりたかったです。 

武 笠 君  試合で負けました。でも、父ちゃんにきびしく指導をしてもらって、次は勝ちます。 

佐 藤 君  次は、２回戦目までかって、ゆうしょうしたいです。 
 

渡辺先生  今日は二回戦まで進めましたが、先ずは反省文ではなく感想文が書けるような試合ができてホッとしています。 

一回戦目は冷静に自分の間合いで闘え、良い結果を得る事ができました二回戦目は良く知っている出鼻面の凄く上 

手な選手なので、まともに前に出れば出鼻面を喰らうと警戒していたら、一本目は飛び込み面を喰らってしまいました。 

後一本取られたら負け、でも一か八か抜き胴を狙ってみようと考え勇気を持って前に出たら、相手が出鼻面に出て来 

てくれたので思いきって抜き胴にでたらうまく打てました。一本一本になり、同じ手は使えないと思いながら何か手は無 

いかと機会を伺っていましたが、激しい攻めに手も足も出ませんでした。結局、居着いたところを引き面をくらいました。 

試合には完敗でしたが、今日のあの抜き胴はここ数年で一番の会心の一本でしたので負けはしましたが、悔しい気 

持ちはありません。でも、いつか自分が打たれたような面が打てるようになりたいと思いました。 

「打たれて感謝」の試合でした。 

西岡さん  一般団体の部に初めて参加させていただきました。１回戦は良平先生、村松先生のおかげで勝ち上がる事ができ 

        ましたが、２回戦は大将の役目を果たす事ができず、申し訳なかったです。修行不足、稽古不足、準備不足、寝不足、 

足らない事だらけでしたが、久々に良い緊張感の中で、剣道を楽しむことができました。たくさんの応援もとても力に 

なりました。ありがとうございました。ちょっと悔いが残りましたので、来年チャンスがあればリベンジしたいと思います。 

（長谷部先生の思うつぼかもしれませんが・・）それにしても、駒剣の子どもたちの成長には驚かされました。みんな強 

くなりましたね。 これからも一緒にがんばりましょう！ 

村松さん  試合会場の側まで応援に詰めかけてくれた大勢の駒剣士のみなさんから、勇気をもらい試合に望むことができました。 

初戦は、「地に足つかず」の状態でしたが、なんとか乗り越え、2回戦は、相手の起こり際を出小手で押さえることが 

できました。反省点は、持久力のなさです(おじさんだから、致し方ないかもしれませんが……)、合宿で倒れないよう 

(笑)、稽古に励みます。応援、ありがとうございました 

羽鳥先輩  今回の試合は約二年ぶり出場させて頂きました！久しぶりの試合の感想と致しましては、とても楽しかった！と非常 

に悔しい！の２つを大きく感じています。楽しかった点として一番実感出来たのは、団体メンバーです！野口君、神 

田君は小学生の頃から同じ駒剣のメンバーとして試合にも出ていました。それが大人になっても今回のように団体を 

組んで試合が出来る事が非常に嬉しく思います！また監督の尾島先生にも小学生の頃から御指導いただいており、 

今回のような時にまで監督をしていただき、メンバー全員感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

悔しさの点では、最後で勝てなかった事が一番悔しく感じています！今までの現役生活の中でも、なかなか無い程 

悔しく感じました。これは自分自身でも不思議なくらい実感しています。今でも思い出すだけで悔しいです(笑) 

今回の楽しさと悔しさで再度自分自身の剣道に対して思いが強くなりました！今後も出来る限り稽古を継続し自分の 

剣を高めていきたいと考えています！また機会があれば大会にも出場したいです！今回は駒場剣友会の先生方を 

始め、応援していただきました保護者のみなさま、剣友会のみなさん本当にありがとうございました！ 

神田先輩  大会お疲れ様でした。駒剣を卒業して 3人で初めてチームを組み懐かしい気持ちの中試合をしました。結果は 3回 

戦敗退でしたが楽しむことが出来ました。大会に出場し改めて感じた事は、剣道の厳しさです。試合場に一度入って 

しまえば自分の力で勝負するしかありません。誰も助けてくれない中、勝負をしている事に誇りを持ちこれからも稽古 

に励もうと思います。 
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第三回全国少年少女剣道祭 出場選手の感想 
 

橋本くん 1戦目では相面で勝ちましたが、2戦目は場外反則を2回してしまって相手に一本を与えてしまい、 

面を取られてしまいました。今度の月例試合では、下がらずに「前に動く」ということを意識してのぞ 

みたいです。 

奥田くん 今日は Aチームの試合に出させていただいてありがとうございました。1試合目は身長が小さくて 

とっしんしてくるすばしっこい相手でしたが、抜き面ですきを見つけられてよかったです。2試合目は 

そこまで攻めてこない相手でしたが、一しゅん下がったところを打たれてしまいました。両方とも足が 

ゆかにべったりついていたので、すり足の練習をしたいです。 

權田さん 今回の大会は、楽しく参加したいと思い、先週の浦和の大会よりもリラックスしていました。 

  一回戦目の相手は小さい子でしたが上手で、自分のペースで試合ができず、きれいな残心がとれ 

ませんでした。二回戦目の相手は、開始直後に胴を取られてしまい、自分としては良い打ちもあっ 

たのですが、負けてしまいました。2試合とも大事なところで中堅に回ってきたのに、役割がはたせ 

ず、すみませんでした。 

今回は、先週の大会の緊張がいかに大事だったのか、ということが本当にわかりました。これからの 

試合は今まで以上に必勝！！の気持ちをもって臨みたいと思います。ありがとうございました。 

村松くん 今回は団体戦なのでしっかりと自分の役目を果たそうと決め試合に臨みました。 

一回戦目は僕は負けてしまいましたが、チームとしては勝ちました。二回戦目は何としても勝ちた 

かったのですが引き分けてしまい、チームとしても負けてしまいました。結果、僕は二試合とも役目を 

果たすことができませんでした。この悔しさを忘れずに、今後も稽古に励みたいです。 

長谷部くん 今日の試合は 2回戦で敗退してしまいました。今日見つけた課題をこれからのけい古で直したいと 

思います。これからも、けい古がんばるので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

伊東くん 全国尐年尐女剣道祭に出させていただき、ありがとうございました。ぼくの相手は小手をよく打って 

くるので、どのように攻めていいかわからず、引いてばかりで場外を 2回取られてしまい、1本取られ 

てしまいました。次に団体戦に出る時は、自分から攻めて先ぽうに限らず、次ほう、中けんになって 

も、その後の人に勢いをつけられる試合をしたいです。 

内田くん 足が思うように動きませんでした。次回は気持ちで負けないように頑張ります。 

岡部くん 今回は一回戦目で負けてしまいました。ぼくは一本負けでした。勝ってながれを変える事ができな 

かったので残念です。次の試合は反省点をしっかり意識して行きたいです。ありがとうございました。 

住友くん 勝つつもりでがんばったけれど負けてしまいました。次は小手や胴を打てるように練習したいと思い 

ます。 

細野くん 今日の試合は、ぼくが一番すぐやられてしまったので、これからはいっぱい動いて相手のすきがあ 

くぐらい打ちます。勝つためにいっぱい練習します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
          さいたま市浦和剣道大会                   全国尐年尐女剣道祭 

 

二週続けての出場、応援お疲れさまでした！保護者の皆様もご協力ありがとうございました！ 

※21日は時間がなく、全員の集合写真が撮れませんでした。団体出場選手の写真のみでごめんなさい。 
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