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９月号の本荘先生からの林くんコメント（「1 本も取らせず」の全勝ではありませんでした）、 

山田先生の合宿感想（正しくは、原爆投下から７１年）に誤りがございました。 

訂正し、お詫び申し上げます。なお、web 版は修正済です。 
 

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 

<10月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・１部　13：00～15：00　(初心者対象)

土曜日・・・２部　15：00～17：00　　

木曜 初心者 初心者以外 土曜 １部 ２部

1日 剣道場 剣道場
6日 8日 本太中修道館 本太中修道館

13日 第２体育室 剣道場 15日
20日 第２体育室 剣道場 22日 剣道場 剣道場
27日 柔道場 剣道場 29日 剣道場 剣道場

■ ６日(木) 大相撲さいたま場所が開催され、終日駒場体育館が使用できないため休み。

■ ８日(土) １部２部ともお稽古場所が修道館になります。

■15日(土) 13：00～17：00　 輝誠剣友会への出稽古（さいたま市立大谷中学校　剣道場）

<１１月の予定> 　※11月からは全員が一緒でのお稽古になります。

◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ３日（木） 文化の日　祝日休み

■ ６日（日） 埼玉県剣道大会（小学生の部　県立武道館）
■10日（木） 17：00～19：00　お父さん・お母さんの剣道体験稽古会（駒場体育館　剣道場）

■12日（土） 15：00～17：00　保護者会（駒場体育館　２F会議室）

<１２月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■10日（土） 第５０回読売旗争奪鳩ヶ谷秋季剣道大会（川口市立八幡木中学校　体育館）

お稽古はお休みになります。開場８：００　開会９：００　　今年は１日になります。

■24日(土) 13：00～17：00　クリスマス会、稽古納め（駒場体育館　剣道場）
■未定　 埼玉大学寒稽古　初日
■未定　 埼玉大学寒稽古　前半終了

休　み

輝誠剣友会への出稽古
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本荘先生からのお言葉 
 

 

              仕事へ行く時に、半袖のワイシャツでは少し涼しいかなと思う朝があります。雨の多い８月 

下旬から９月でしたが、いよいよ秋の訪れですね。勉学の秋、読書の秋、スポーツの秋、稽 

古の秋です。あまり行事のない１０月ですので、じっくり稽古に励みましょう。 

 

 さて、９月１８日（日）に第１４回さいたま市民剣道大会が記念総合

体育館で行われました。小学校３年生から中学校３年生まで大勢の

剣士が集まり、個人戦が繰り広げられました。特に今年は開催が日

曜日となり、体育祭と重ならなかったことからたくさんの中学生剣士

が参加できたようです。駒剣勢は、６年生で川島君が優勝、岡部君

と峯君が準優勝し、キャプテン副キャプテンが実力と意地を見せてく

れました。５年生の佐藤君が準優勝、飯田君が３位入賞と次代を担

う面々も活躍しました。入賞こそ逃しましたが、４年生が自ら果敢に

打って出て、力強さが感じられました。勝った数がぐっと増えました。

駒剣全体として伸びている印象を受けましたが、力があるのにそれを発揮できずに敗れてしまう選手もおり、試

合の難しさを感じたりもしました。全員から試合後、成績面と行動面の目標を聞いて、その実現具合を聞きたか

ったのですが、その時間はとれませんでした。各々反省して次回の大会等につなげて欲しいと思います。 

 開会式の挨拶の中で、埼玉県剣道連盟会長の豊島先生が、「オリンピックでメダルを取った選手の多くは、そ

のインタビューで今まで支えてくれた周囲の方へ感謝の言葉を述べている。それが素晴らしい。」という内容の

お話をされ、なるほどその通りと感じました。帰宅してたまたま「こまけんだより」の先月号を見直したら、ＯＢ会の

大会入賞者のコメントがあり、４人の先輩全員が「ＯＢ会への感謝、試合に出場させてもらった感謝」を書いてい

ました。“駒剣の先輩方もメダリスト同様に素晴らしい”と感じた次第です。こちらからみれば、忙しい中顔を出し

てくれただけでもありがたいのにと思っています。 

 

 今回私は総監督として試合を見させてもらいましたが、この大会に駒剣から尾島先生、山田先生、木村先生、

長谷部さん、渡辺さん、近藤さん、村松さん、齋田さん、なんと８人もの方が審判として出ていただきました。スコ

ア付け教室でも話をしましたが、審判経験は貴重な稽古となります。皆さんがしっかり修行をされて素晴らしい

と思いました。他にも毎回運営に携わっている方、競技係員をやってくださった後援部のお母さん方、お世話

係で奔走してくださった方、前日の会場準備をしてくださった方等々、たくさんの力（おかげさま）により支えられ

た大会でした。ありがとうございました。 

 

９月２２日（木・祝）には駒場の道場で輝誠剣友会（＋みはし剣友会）、やどかり剣生会と合同稽古会を行いまし

た。試合中心とし、なるべく参加者全員が均等に試合に出られるよう工夫して実施しました。駒剣の良さも出し

つつ、お相手の良いところも学びながら貴重な経験ができたように思いました。今月１５日（土）には輝誠剣友

会におじゃまして稽古をいただきます。初級者組も参加できます。しっかり稽古してきましょう。 

 

 今日から３日間、さいたま市中体連の剣道大会新人戦です。市民大会でも多くの先輩方が優勝、入賞されて

いましたが、今回も大いなる活躍を期待しています。新チームになって初めての団体戦となりますので、我がチ

ームがどの実力位置にいるのかを知る良い機会です。個人戦も併せて、多くの先輩方が県大会に出場を決め

てくれると信じています。健闘を祈ります。 

 

 小学生初級者組は、今月から防具着用となります。１１月からは全体一緒の稽古となります。なるべく休まず

参加して、重さ、狭さ、息苦しさなどに早く慣れるようにしてください。防具をつけても大きな声は忘れずに。皆さ

んの上達ぶりを楽しみにしています。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475068188/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5iaXNvdWphcG9uLmNvbS9hcnRpc3RzL2Fzc2V0c19jLzIwMTMvMTAvYXJ0aXN0ZV93YWt1aV8yLXRodW1iLTgwOHg2MDAtMTA5MS5qcGc-/RS=^ADBORyTml4rl0sE_fIjIQSjGwRgwyc-;_ylt=A2RimWCcb.pXbgYA.wiU3uV7
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年9月18日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠さいたま市記念総合体育館

　　　　　　今大会、駒剣から２７名が出場しました！熱い戦いが繰り広げられ、
　　　　　　６年川島くんがみごと優勝！岡部くん、峯くんが準優勝。５年佐藤くんが準優勝、飯田くんが３位入賞。
　　　　　　好成績をおさめることが出来ました。

　　　　　4年生

今村さん 金子（みはし） 動きは良かったが、お互いに決め手に欠いていた。
竹刀の不備により試合を一時中断してしまい、反則を
とられてしまった。悔しい敗戦。次に活かそう！

橋本くん 大室（本郷） 良い面が入った。気合が入って良い試合だった。

横山（一心館） 果敢に攻めたが、面を立て続けに取られてしまった。

林くん 田仲（鷲山） 良い胴が入った。声を出そう。

東川(大宮中央） 引き胴に対応できず。攻めが足りなかった。

俵くん 加藤（曙） 急きょ１試合目になってしまいましたが、良く声も出て動きも
良かった。面２本しっかり決めました。

山田（天翔） よく攻めて動けていた。胴、小手と攻めていましたが、面で２本
しっかり決めました。
段々疲れが出たのか声が相手より出ていなかった。
隙をつかれて面を２本取られてしまった。

花家くん 高野（大宮別所） よく動いていた。打ち合いで面を取り、すかさずさらに面１本
決まりました。
お互い攻め合っていたが、中々決まらず延長の末、面をとれました。

　　　　　（延長）
立野（養心館） 面で果敢に攻めていたが、惜しくも２本取られてしまいました。

上岡くん 岩男（養心館） 試合開始すぐに面を取られてしまった。その後、果敢に攻めたが、
惜しくも、また面を取られた。

岸波くん 東田（五常会） 面の打ち合いが続いたが、なかなか決まらず延長戦へ。
　　　　　（延長） 延長戦でも果敢に攻めたが１本決まらず判定勝ち。

田中（大宮別所） 攻められ足が出てしまい反則を取られる。面を攻めたがなかなか
決まらず延長戦で１本決められてしまった。

　　　　　5年生

住屋くん 家島（曙）　 おしい胴があった。残念だった。

渡邊くん 大谷（日二） 力強い面だった。もっと声をだして。

守屋（埼玉田島） 二振りで決まった。強かった。

島田（大宮中央） 元気がなかった。もっと気合を出してがんばれ。

　　㋱　メ ―　

　　㋱　メ ―　

　▲▲　　―　反　メ▲　　　

第14回　さいたま市民剣道大会

　　　　（延長）

　　㋱　　 ―　　　　　　　渡部（本郷）

　　㋱　メ ―　

　　　　　 ―　　判定

　 　　　　―　　ド　メ

　 　　　　―　㋱　メ

　判定　　―　　　　　　　

　 ▲　　　―　㋱
（延長）

　 　　　　　―　　㋱　メ　 伊藤（岩槻）    

　　　　（延長）
　▲　　　 ―　　判定

　 　　 　　―　㋱　メ

　　㋱　メ ―　

　　㋱　　 ―　

　 ド　　　―

　　㋱　メ ―　

　 　　　　―　　 ド　▲
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飯田くん 武藤（内野本郷） 落ち着いて自分のペースで試合出来ていました。
延長からのねばりの一本でした。

　　　三位 佐藤（大宮中央） 攻め込んでくる相手でしたが、ひるまず落ち着いて
　おめでとう 攻め返していました。

片山（やどかり） 落ち着いて良く攻め込んでいましたが、一瞬のスキを
つかれてしまいました。力では負けてなかったです。

佐藤くん 平岩（みはし） 相手をよく見た試合運びが出来ていた。
相手が引いたところでタイミング良く面が打てていたと思う。

　　準優勝 三浦（東大宮） 一試合目より慎重になったせいか、気合が足りなかったかな。
　おめでとう 一本を取った面はタイミング良く打てました。

　㋱　メ　 ―　 丸山（一心館） 小さな相手をよく見て試合を進めていた。得意のタイミングでの
面、見事でした。

柴田（埼玉田島） 相手の得意の小手を最後は見切っての抜き面。お見事でした。

長島（大宮輝誠） 最後まで集中して勝負していましたが、どちらが勝ってもおかしく
ない展開だったと思います。次こそ、がんばれ！！

武笠くん 菊地（片柳） タイミング良くとれた小手でした。もっと気合が出たほうが良い。
深川（一心館） 自分から仕掛けて二本共面がとれた。ただし、鍔迫り合いから

自ら引くことが多く、引き技を練習してほしい。
長島（大宮輝誠） 相手の実力が一枚上でした。自分から仕掛けての敗戦だった

のでそこは良かった。

　　　　　６年生

松本さん 　ド　　　 ―　 鴨川（大宮中央） 果敢に攻めていたが、中々決まらず延長の末、キレイな胴で
一本取りました。よい試合でした。

渡邊（みはし） 胴で良く攻めていた。延長の末惜しくも判定で取られてしまいました。

小澤さん 渡邊（みはし） 果敢に攻めて、よく動けていたが、早い返しで惜しくも取られてしまった。

加藤さん 狩野（みはし） 先に一本取られて気持ちが焦ったのでしょうか？
いつもの「らしさ」が無い試合でした。

峯くん 長坂（鷲山） 初戦だからか、気合が出ていない。一本勝ちで終わるのではなく、
もう一本取れていたと思う。

　準優勝 小田嶋（内野本郷） 攻めてはいたが、決め手に欠けた試合。最後まで攻め続けた分
　おめでとう 相手が引いていた。

関根（美園） 落ち着いて終始相手をよく見ていた。気合も乗ってきている
ように見えた。次に期待。

松嶋（中尾） お互い決め手がないまま延長だった。最後は会心の面一本。お見事でした。

小堀（岩槻） 決勝は気合が前面に出ていて良かったと思います。二本共鍔
迫り合いからの引き面でしたが、先に仕掛けていれば結果は
違ったかも。これからも頑張ってください。

石井くん 小林(指扇少年） 不戦勝
　　▲　　　―　㋱　　　 山下（一心館） 先に仕掛けていたところは良かったが、気持ちで負けていたように

見えました。実力差はなかったと思います。これからも頑張れ！

佐々木くん 小堀（岩槻） 自分から攻めていたところは良かったと思う。ただ、二本とも同じ返し技で

取られたことは反省点。実力の差ではないですよ。これからも頑張れ！

伊藤くん 杉山（大宮別所） 良く攻めていましたが、一瞬のすきを突かれ惜しい試合でした。

　　　　　 ―　㋱　メ

　○○　　―　　　　　   

　　　　　　―　 ㋱　メ　　

　　㋱　　　―　　▲　　　　　

　　㋙   　―　▲ 　

　　　　　　―　㋙　メ

　㋱　メ　 ―　

（延長）

　　▲　　 ―　　ド

　㋱　　　 ―       

　㋱　　　 ―       

　　㋙   　―　 　

　㋱　　　 ―　▲

　反　 　　―　　▲▲

　㋱　　　 ―　

（延長）

　　　　　　　　　―　　▲　　㋱
（延長）

　㋱　メ　 ―　

　　　　　　―  　㋱　コ

　㋱　　　 ―　
（延長）

　　▲　　 ―　㋱　メ　▲

（延長）

　　　ド　― コ　判定▲
（延長）

　　　　　　 ―　㋱　メ

（延長）
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菊地くん 佐々木（東大宮） 相手の気合いにひるんだ場面もありましたが、よく攻めました。

井出（天翔） 緊張した様子でしたが、あきらめずに切り返し攻めて良く頑張りました。

齊藤（一心館） 相手のペースに巻き込まれていた様に感じました。あせらず
自信を持って頑張ってほしいです。

細野くん 熊田（大宮南） 果敢に攻めながら延長の後判定勝ち。粘り強さの勝利でした。

代田（浦和警察） 色々な技で良く攻めていました。落ち着いて試合に臨んでいました。

　　▲　　　―　㋱　　　 野口（一心館） 相手に負けず良く攻め込んでいました。惜しい場面が沢山ありました。

伊東くん 赤堀（一心館） おしい場面がたくさんあった残念。

住友くん 寺田（美園） 気合が入っていた。いい面がたくさんあった。残念。

川島くん 齊藤（日二） いい胴が入った。気合が入っていた。
成澤（養心館） 相面で取った。相手も強かった。

　優勝 南（みはし） 待つことが多い。自分から攻めていけ。
　おめでとう 寺田（美園） 長い試合でした。おめでとう！！

内田くん 春山（東大宮） 同格ぐらいの相手でした。いい面が入りました。声も大きくいい
胴もありましたが、取ってもらえず。

江口（一心館） 気持ちよく二本とりました。
岡部（駒場） ２分間は相手の手の内を知っているだけにこう着状態。自分から

動いて取りに行くといいかも。

岡部くん 奥村（槻の森） 落ち着いて一本取りに行きました。良く間（ま）を見ていました。
内田（駒場） 稽古のような２分間。遠慮があったかのよう。延長で動きを見て

　　準優勝 小手を打つ隙をみつけた。
　おめでとう 大内（大宮別所） あっという間の二本！気持ちいい。動じない心。

杉山（養心館） 小手を取られてから長い間。惜しい一本もあったが粘り切れず。
内田くんを制しての決勝戦。

髙橋くん 森（大宮中央） 少しだけ強い相手。勢いがあれば一本行けたと思う。最後の試合おわったなあ。

（延長）

（延長）

　㋱　メ　 ―　

　　ド　メ　―

　㋱　メ　 ―　
　　　　　　―　㋙　

　㋱　ド　―　ド
　　㋙　　―　　

（延長）

（延長）

（延長）

　㋱　　　 ―　

　㋱　　　 ―　

　　　　　 ―　㋱　

　㋱　　　 ―　コ　判定

　メ　メ　　―　 ㋱　　　

　メ　メ　　　―　 ㋱　　　

　　判定　―　

（延長）
　㋱　　 ―　
　　　　　　―　 ㋱　コ　　

㋱　判定　―　　メ
（延長）

　　　　　 ―　㋱　メ

　　　　　　―　㋙　ド　

　　㋱　　　―
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さいたま市民剣道大会出場選手の感想 
今村さん 

 

今回の試合では、足をあまり使えませんでした。あと反則が一回ついてしまいました。今回よくな

かったところを直して、次はがんばりたいと思います。 

上岡くん 一回目の試合で負けてしまって物凄く悔しかったのでもっともっと頑張ろうと思いました。 

林くん 反省することが多かった試合でした。もっと声を出すこと、一歩で打つ、攻める、足さばき、これか

らの稽古で頑張りたいです。 

俵くん 今回の試合では、僕はとっても嬉しかったことがありました。それは、思ってもいなかった連勝を

果たすことができたことです。試合の前、僕は緊張感に圧倒されて固まってしまいました。でも、

試合が始まると「悔いのない勝負をしたい！」という思いがこみ上げてきました。そして、１回戦

目、２回戦目と勢いがつき連勝できました。「３回戦目も勝ちたい！」と思い試合にのぞみました

が、相手に気迫で押されてしまい負けてしまいました。でも今回の試合で得たことは数えきれな

いほどあるので、その事を今後の稽古にいかしていきたいと思いました。 

岸波くん 第 1試合は面を攻め続けましたが、なかなか 1本取ることができませんでした。でも判定で勝つこ

とができたので嬉しかったです。 

第２試合はコートから足が出てしまい反則を取られました。次からはコートの範囲も気にしながら

試合をしたいと思います。 

花家くん 2試合目で足を怪我したけれど、2連勝できて良い試合をすることができた。 

3試合目では、返し胴と面を打たれて敗戦してしまったので、面を打つ時に胴が空かないように

気をつけたい。 

橋本くん 一勝一敗だったけど、良い面が打てて良かったです。また、目標の二勝と胴を打つことができな

かったので、次の試合の時は目標を達成したいです。 

武笠くん 良かったところは、気持ちが前に出ていて、２試合目の面が曲がらずスパンといったことです。 

悪かったところは、１試合目の小手を打った後に油断したことです。これは小手打ちに迷いがあ

ったからだと思います。 

これから直していくことは、打った後も当たらなかったらすぐに打てるようにしたいです。それと右

手の力が強すぎて体が曲がることを直したいです。 

住屋くん 5年生の個人戦で 1回戦目で判定敗けしました。相手に合わせて打っていたので、もっと自分か

ら積極的に打って判定でも勝ちたいです。 

飯田くん 今回は、さいたま市民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。今回の大会は、

夏の稽古でついた力をはっきしようと思い、試合にのぞみました。 

一回戦はやりづらい相手でしたが、延長で相面で勝つことが出来ました。準々決勝で当たった

佐藤くんは、手元が少し上がっていたので、試合開始直後に小手にいって旗が 1本上がったけ

れど、すぐに下がってしまいました。これは、残心が足りなかったからだと思うので、これからは残

心をもっと意識したいです。その後、小手で勝つことが出来ました。 

準決勝で当たった相手は及川くんを倒して勝ち上がってきた相手だったので、とても強いんだ

な、と戦う前に思いました。相手に返し胴を打たれて負けてしまいましたが、敗北した原因が分か

りました。それは、十分に相手の構えをくずさないで打ってしまったからだと思いました。 

結果は 3位で、とてもうれしかったです。応えんして下さった方々、本当にありがとうございました。 

佐藤くん ぼくは決勝戦まで進み、延長で引き面を取られてしまい負けてしまいました。この試合でのほくの

反省点は、ゆだんをして打たれてしまった所です。今度の試合は、絶対にゆだんをしないように

注意しながらやりたいです。来年は優勝したいです。 

渡辺くん 大会に参加させていただき、ありがとうございました。今回、市民大会に初めて参加したので知ら

ない相手がたくさんいて、緊張しました。だから、相手を待ってからの打ちになり、自分から攻め

ていくことができなかったのが反省点です。また、２度も場外を取られてしまったので、間合いを

考えて試合をしたいと思います。今回の反省を生かし、県大会は１試合でも多く勝てるように、し

っかりと稽古をしたいです。応援してくださった先生方、保護者の方々、ありがとうございました。 

細野くん 今回の試合では、2勝出来ました。今回は僕的に相手に恵まれてたと思いました。なのに、2勝し

か出来なくて関口先輩にもう少しと言われたので、その少しを埋められるよう頑張りたいです。 
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住友くん 大会に参加させていただき、ありがとうございました。今回は１回戦で敗退してしまいました。相手

の寺田くんは、振り返るのがとても早く、僕もそこを気を付けなければいけないなと思いました。 

これからも御指導をよろしくお願いします。 

応援して下さった先生方、お父さんお母さん方、ありがとうございました。 

加藤さん 私は一回戦で負けてしまって、自分の努力と気はくが足りていないと思いました。今回のことを通し

て、もっとけい古をして強くなりたいと思ったので、引き続き先生方けい古をよろしくお願いします。 

峯くん 今回の目標は、みんなの応援と成績面では優勝でした。 

自分の試合が始まるのが後の方だったのでみんなを応援出来ました。試合の方は、はじめの方

に場外反則を取り、焦らせてから一本取る、試合の運び方はうまく出来ました。決勝戦では、引き

面を二本取られて負け。この引き面は防ぎようがあったと思いました。ともかく２位は嬉しいです。 

伊藤くん 今回は 1回戦目で負けてしまいました。その負けてしまったのはせめるスピードと面の威力だった

と思います。次の大会では、もっと積極的に攻めにいって強い面などを打てるようにしたいです。 

川島くん 今回の大会で良い結果を残すことができてよかったです。決勝戦の相手は、入会時駒剣にいた

寺田くんでした。なかなか一本を決めきることができず長い延長戦になりましたが、引き面で勝つ

ことができました。これからは「技を決めきる」ということ、「技が単調にならないようにする」というこ

とに気をつけて稽古をがんばりたいです。これからもお稽古よろしくお願いします。 

岡部くん 今日はありがとうございました。今回は緊張せずに試合に向かうことができ、二位という結果に終

わることができました。行動面での目標は「肩に力を入れないこと」でしたが、達成できて良かった

です。試合では、相手の小手を気にしすぎて面が打てなかったなど、色々反省点が見つかった

ので、これから直して行きたいです。 

菊地くん さいたま市民剣道大会に参加させていただきありがとうございました。今までの大会では、会場内

での行動が遅く、迷惑をかけていた事があったので、今回の大会では、会場内での行動を早くし

ました。結果は、公式試合で初めて勝つことが出来ました。とても嬉しかったです。 

ですがその試合中、小手紐が取れてしまう事があったので、試合中にそのような事がないように

注意していきたいです。毎回試合で緊張してしまって、いつも通り試合が出来なくなってしまうの

で緊張しないように頑張りました。これからも稽古お願いします。 

石井くん 試合の結果は、１回戦目は不戦勝で、２回戦目は面１本を取られての負けでした。面を打つ前に

姿勢が低くなるクセを試合中に見きわめられ、ぬき面を打たれてしまいました。次回には、姿勢が

低くなるクセと、遠い間合いから手を上げて打つクセを直したいです。 
佐々木くん 今回の試合は初回敗退という残念な結果でした。原因は一歩前に出る事ができず、相手の気迫

に押されてしまった事です。自分の目標は大きな声を出す事でしたが、その点は 70%ぐらい達成

できたと思います。応援ありがとうございました。 

髙橋くん 早い段階で、面を 2本とられました。一度は、返し胴が入ったかと思ったけど、決まらず残念でし

た。勝ちたい気持ちが負けていたと思います。 

いつも次こそと思うけれど、僕に足りないものを考えたいと思います。 

内田くん 今回は後ろに下がらない攻めの剣道を目標としました。一回戦では緊張してかたくなりましたが、

二回戦は緊張がほぐれ、攻めの剣道ができました。三回戦はなかなか前に攻めることができず延

長戦で負け、悔しかったです。 

伊東くん さいたま市民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。僕は 1回戦目で負けてし

まいました。最初に1本取ってから下がってばかりで1本取られて、判定負けしました。次からは、

積極的に攻めていきたいです。 

小澤さん 強くぶつかって行ったのですが、相手の力に圧倒されて負けてしまいました。 

これからは、力に負けないように頑張って練習します。 

松本さん 私はさいたま市剣道大会で一回戦目は勝つことが出来たけれど二回戦目、１本とってから、油断

してしまい、こてをとりかえされました。結果は判定で、負けてしまいました。すきをつくってしま

い、こてをとられてしまったので、次から稽古でも、すきをとられてしまわないように気を付けたい

です。 
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よっ！ みんな，元気か？ 

 

ちゃんとおはし持てるようになったか？食事のマナーは守れるようになったかな？ 

何かのきっかけがないと，なかなか直すことができないから，この機会に，ちゃんとできるように

なるといいな。 

 

さいたま市の大会，みんなよく頑張ったな。ジャイアンも審判をしながら，チラチラ見ていたけど，

みんな前に出ようという気持ちが出ていたように思うぞ。確かに，負けちゃった人もいると思うけ

ど，剣道は結果よりも，中身だぞ。よく，「試合に勝って剣道で負けた。」とか言われるのも，そう

いう意味だぞ。そして，今回は，みんな，気迫のこもった試合をしていたと思います。ジャイアン，

久々に感激です。 

そして，そういうみんなが気迫のこもった試合をしていると，雰囲気も盛り上がって，自然と成績

の良い人が出てくるな。入賞した人は，普段の努力や厳しい稽古が成果につながったのだと思う

けど，周りのみんなの力もあったことを忘れないでくれよな。 

みんな，よく頑張りました。 

 

さて，次は，今後のはなし。 

１０月から初心者たちは防具をつけ，１１月からは先輩たちといっしょになって稽古することにな

るな。当然，初心者たちは，先輩の行動を見て，良くも悪くもお手本にするよな。 

例えば，廊下での過ごし方，道場への入退場，あいさつ，返事の仕方，竹刀のにぎり方，振り上

げ方，打ち方，かまえ…… 

あげたら切りがないぞ。 

先輩たちは，いつも後輩に見られているという自覚をもって，行動をしっかりとしてくれよな。 

特に，相手の技を受けるとき，間合いをいい加減にしていないだろうか？ 

切り返しをちゃんと受けているだろうか？ 

（ちゃんと受けるってことは，相手が打ちやすく，正しく打つことができるように受けるということだ

ぞ。） 

稽古をしている自分の姿を想像して，恥ずかしくないようにしてくれよな。 

それと，ちょっとしたお願いだけど，小さい子にはちょっと手加減して打ってくれよな。 

 

最後は，かかり稽古についてだ。 

いままで何度も話しているけど，かかり稽古は，元立ちのあいているところを休まずに打つ練習

だぞ。もちろん，元立ちも打ってくることがあるけど，そんなのはおかまいなしで打ちまくるのがか

かり稽古だ。ところが，元立ちに立って打っていくと，よける人がいるよね。これでは，かかり稽古

になっていないぞ。打たれてもいいから，打つのがかかり稽古だ。打って打って打ちまくって，元

立ちの先生を圧倒するくらいだと，気持ちがいいな！ 

この後，寒稽古などでかかり稽古の機会も多くなると思うので，元立ちの先生を吹っ飛ばすつも

りで，ガンガンかかってくれよな！ 

 

じゃあ，またな！ ヘソを出したまま寝て風邪なんか引くなよ！ 
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太郎の百錬自得 
第 31 回 攻め合い 

剣道では気合を入れて、相手より先に技を出せ、とよく言われますし、私も言います。 

何事も段階があるのですが、この表現だけではある程度のレベルにいったときに、誤解をしてしまうことがあ

るなと思います。 
 

今月はそんなことをテーマにしたいと思います。 
 

薄々みんなも感じていると思いますが、なんでもかんでも先に技を出せばよいというわけではないのです。試

合が始まってすぐにいきなりメンに飛び込む。これは奇襲として成功することもあるでしょう。でも、相手が十分

だったらどうなりますか。飛んで火にいる夏の虫、になるね。どっちかわからないリスキーな行動なのです。 

さらに言うと、このままだと、剣道は対人競技なのに、ひとりで勝手に技を出しているようになっちゃいます。相

手のことを単に打突する対象だと思っている段階です。攻め合いのない剣道といいます。 
 

剣道の攻め合いとは、打突ではない、としたらびっくりするでしょうか。 

体勢を整え相手に対峙し、気剣体でプレッシャーをかけあうこと、と考えてください。そんな攻め合いのなかで

機会（＝崩れ）を作っていく。崩れは心が崩れることによって、起こり・居着き・下がりなどの形で身体に現れま

すね。 
 

剣道とは、お互いの崩し合いに収斂していく道であります。そうなってくると、打突は、崩れたことを確認するた

めのものになります。究極的には打たれなくてもまいったと思う域があるでしょう。ただしそんなふうに感じられ

るほど心が成長するのは、もっと大人になってからです。この辺は、今は、そんなものかな～、と思っていてく

れれば十分です。 
 

さて話を簡単に戻すと、自分が打たれたところは崩れたところ、打ったところは相手の崩れたところです。崩れ

は、攻め合いのなかでどちらかにおきるわけです。 

重要なのは、「攻め合い」です。 

この攻め合い、ものすごくシンプルに表現すると、「攻め合い」＝「入り、溜め」だと思います。 
 

先に間合いに入っていくのが、入り。 

入ってから打つまでが、溜め。 
 

簡単なのですが、このふたつが難しいから、面白いのです。 
 

自分から先に入るようにしろ。 

入り過ぎだ。 

相手に入られているじゃないか。 

溜めがない。 

もっと溜めろ。 

… 

こんな感じで繰り広げられる剣道トーク。 

これならまだいい方で、「入りと溜め」という言葉が使われないことすらあります。攻めという表現で溜めのことを言

っている場合もあるし、入りのことを言っている場合もあります。入りも「先（せん）」など、溜めは「我慢」、「誘い」な

どこちらも多彩に表現されるため、悩める剣士も多いと聞きます笑。私も、もっと自分から来い！と指導を受けた

あと、攻めがない！と怒られることがあり、悩んで自分の剣道を見失いそうになったことがあります。 

さらに「入りと溜め」は稽古量のバロメーターとしても見られます。稽古後に「最近は稽古不足ですか？」なん

て言われるときは、「入りと溜め」について工夫が足りんと暗示されていることすらあります。 
 

繰り返しますが、みんなに気にしてほしいのは、「入りと溜め」です。 
 

すっと入って、すっと打つタイプもいれば、ふわっと入って、するどく打つタイプもいる。いろんなタイプがいるの

で面白いし、いろんな人と稽古すると経験になって、上達するのです。見とり稽古しているときも、うまい人が

どう入って、どう溜めているかを見ると飽きません。 
 

答えはひとつじゃないです。有効打突につながれば、どんな「入りと溜め」も正解です。ぜひ工夫をしてみてく

ださい。 
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