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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 

<２月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ４日（土） 19：00～21：00  寒稽古打ち上げ　並びに　木村裕之先生御昇段お祝いパーティー
（浦和ワシントンホテル２Ｆ　ファーマーズガーデン）　
※夜の修道館のお稽古はありません。

■11日（土） 建国記念の日　祝日休み
■18日（土） 13：30～15：00  新現役員顔合わせ会（駒場体育館　２F会議室）
■25日（土） 月例試合（新入会員以外は形の試合）
■26日（日） 少年強化練習会（尾間木中学校）※対象者のみ

<3月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■ ４日（土） 平成28年度後期昇級審査会（駒場体育館　剣道場）
■19日（日） 平成28年度浦和少年剣道錬成会・合同稽古会（さいたま市記念総合体育館）

※「さくら草旗剣道大会」の代わりに「浦和少年剣道錬成会・合同稽古会」の開催となりました。

■25日（土） 13：00～17：00　6年生を送る会（駒場体育館　剣道場）
19：00～22：00　6年生の保護者を送る会（浦和パルコ１Ｆ　チェルシーカフェ）
※夜の修道館のお稽古はありません。

<４月の予定>
◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■15日（土） 14：00～15：00　剣道教室第１回受付（駒場体育館　２階会議室）
一級審査会　合同稽古会（大宮武道館）

■22日（土） 14：00～15：00　剣道教室第２回受付（駒場体育館　２階会議室）
第５回さいたま市剣道大会（大人の大会　大宮武道館）

 

 

◎平成２９年度 剣道教室を以下の日程で開催します◎ 

期間： ５月１３日（土）～７月１日（土） １３時～１５時  ※毎週土曜日 計８回 

場所： 駒場体育館 剣道場 

募集学年： 小学２年生～６年生 

※お近くに興味がある方がいらしたら、ぜひお声がけください！！ 

http://komaken.greater.jp/old_koma_hp/index.html
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本荘先生からのお言葉 
              ２月になりました。暖かい日もありますが、朝晩は風が強く寒さを 

感じる日もまだまだ多いです。風邪やインフルエンザが流行って 

います。引き続き手洗い、うがいをこまめに行い健康管理に努めて 

いきましょう。 

 

 さて、１２月・１月と続けてきました「駒剣寒稽古」が終了しました。お疲れさまです。切り返しとかかり稽

古中心のメニューできつかったと思います。でも、その分地力がついたはずです。特に、赤たすきをつ

けた２８年度入会者は、１１月から一緒の稽古となり、たった１か月での寒稽古突入で、体力的にも精神

的にも大変だったことでしょう。よくがんばりました。同時期に「埼玉大学剣道部寒稽古」にも参加してい

た者が今回も大変多かったですね。真っ暗な中起きて大学に向かい、「１，１，１，２、それ！」と声を出し

て走る、なんて非科学的、非合理的なことをと思いますよね。でも、みんなでやるとできちゃうし楽しくなり

ます。今年も駒剣士、とても意欲的に参加していました。稽古はもちろん、最初と最後の先生方のお話

を楽しみにしている小学生もいて感心しました。この時期の埼玉大学の体育館

には宝物がいっぱい落ちていると言われています。ただ、それを拾ってこられた

かどうかはすぐには気づかず、だいぶたってから「あれっ！？」と自分が手にして

いることに気づくようです。参加した人はいつか誰もが手にします。その日を楽し

みに、これからもこつこつと稽古を積み重ねていきましょう。 

 今日は寒稽古の打ち上げパーティーです。とりあえず一区切り、がんばった自

分を褒め称えながら、皆で楽しみましょう。色々な人と剣道の話ができるといいで

すね。 

 

 １月２９日（日）県立武道館で浦和地区の小学生が集まっての錬成会は、充実した試合、稽古ができた

ようですね。午前の埼玉大学剣道部の「お礼稽古」にも参加し、前日も月例試合、修道館とまさに剣道

漬けの週末だった人もいたように聞いています。このあとも２月２６日（日）の浦和剣連強化練習会（駒剣

から１１名参加）や、３月１９日（日）の浦和少年剣道錬成会・合同稽古会（桜区記念総合体育館 全員

参加可）が控えています。目標をもって稽古に臨むといいですね。特に６年生は、小学校生活も残り２か

月となりました。悔いなく全力で駒剣稽古に励んでください。 

 

 前々から伝えていますが、２月２５日（土）の月例試合は日本剣道形の試合となります。２７年度組まで

の上級生と下級生２人で組を作り、形を披露してもらいます。防具をつけての試合は強いけど形の方

は・・・とならないようしっかり稽古してください。当日、レベルの高い試合が見られることを期待していま

す。その翌週にはすぐに後期級審査会です。がんばりましょう！！ 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1485951232/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHdhbnBhZ3Uuc2FrdXJhLm5lLmpwL2kyMDE3L2ktdG9yaTE0My5wbmc-/RS=^ADBnlx4lxy7.9GobFlKxVILeJOrQ.E-;_ylt=A2RCL62Af5BY.mwAmQCU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1486033260/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy12dklpWWlic0Roby9WTkg3YVptWUlwSS9BQUFBQUFBQXJlUS9MUmt0TUdWNGxXNC9zODAwL3VnYWlfdGVhcmFpLnBuZw--/RS=^ADBXiMmREyY.GeiKEuH1iqTEGeAdW4-;_ylt=A2RimFDrv5FY8k0AnxiU3uV7
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よっ！ みんな，元気か？ 
毎日寒い日が続いているけど，風邪やインフルエンザは大丈夫かな？ 

気を引き締めた稽古をして，寒さを乗り越えようぜっ！ 
 

この間，中学校の冬季大会の審判をさせてもらったんだけど，その時感じたことを伝えるな。 

冬季大会は，団体戦だ。だけど，中学校によっては，メンバーが５人そろわずに，３人や４人で参加している

チームも結構あるんだ。当然，欠けているところ（次鋒や副将）は，不戦敗で２本とられたことになってしまう。 

だから，３人で戦っているチームは，勝ち上がるのは本当に大変だ。１人が負けたらチームの負けが決まっ

てしまう。１人が引き分けると，他の２人は２本勝ちした上で代表戦で勝たないと負けてしまうんだ（ちゃんと

わかるかな？）。 

そんな中，３人なのに２勝して３回戦まで勝ち上がったチームがあったぞ。 

１人が負けたらおわりなのに，あせる様子もなく，でも，全力で相手に向かっている姿が感動的だったな。 

もし，みんながそんな状況になったらどうかな？「どうせ負けるんだから，適当でいいや。」とか，そこまで思わ

ないけど，「負けてもしょうがないや。」なんて思っちゃうんじゃないかな？ジャイアンでも多分そうなっちゃうと

思うな。 

でも，そのチームの試合からは，そんなことなど考えず，ただ，目の前の相手に全力でぶつかっていく姿勢が

伝わってきたんだ。すばらしいことだよな。 

みんなは，人数がいっぱいいて，３人や４人で試合にでることはないかもしれないけど，いろいろな場面でくじ

けそうになることがあると思うんだ。そんなとき，さっきのチームのことを思い出してみてくれよな。初めからあ

きらめてたら，良い結果は出ないもんな。 
 

話は変わるけど，冬季大会の審判をしてもう一つ感じたことがあるんだ。それは，「普段の稽古で一本になら

ないような技を，試合で出しても一本にはならない。」ということなんだ。 

試合では，強い人がいろいろな技を出すよね。そして決まるとかっこいいよな。でも，それはたまたまできたの

ではなく，その人は，普段の稽古で何回も何回も練習して，自分のものにしているから，試合でも一本になる

んだよな。稽古で不十分な打ちしかできないのに，試合で使ったって，一本になるわけないよな。でも，そうい

う人がすごく多いんだ。そして，それは，一本にならないだけじゃなくて，変なクセをつけることにもなっちゃう

んだ。 

だから，普段の稽古，特に基本の技の練習では，試合で一本と認めてもらえる技を心がけることが大切だ

ぞ。ただ，やればいいとか，何となくやっているというのでは，なかなか一本と認めてもらえる技は身につかな

いぞ。今打った技が一本になるかどうか，毎回，確認してみると，いいと思うぞ！ 
 

あと少しで年度末。６年生は卒業だし，他のみんなも今の学年が終わるよな。締めくくりとして，気合いの入っ

た良い稽古ができるといいな。 
 

じゃあ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第 35 回 姿勢 

 

もう 2月ですね。 

２０１６年末から始まった埼玉大学寒稽古も終わりました。寒稽古をやっている間は長く感じ

ますが、過ぎてしまえば、あっという間だったような気になるのは不思議です。 

これらの稽古は、これから春にかけて活きてきます。自分を信じ、稽古しましょう。 

 

さて、６年生は 3月で卒業ですね、あと 2か月切りました。私はみんなが初心者だった頃から

見ているので、今の稽古を見ていると感慨深いものがあります。とはいえ、ようやくスタート

ラインに立ったようなもの。剣道はこれからです。中学、高校と心身が成長するにつれて、当

然ながら、剣道も伸びていきます。ぜひ継続していってほしいと思います。富士山登山に例え

れば、まだ麓にもたどり着いていません。いつまで登るという期限はありません。気長に登っ

ていきましょう。 

継続できる、これは能力です。やり抜く力、とも言います。これは鍛えれば身につく能力です。

たとえ剣道でなくとも、何かを継続していってください、そのような姿勢がみんなの身を助け

ます、きっと。 

 

さて、姿勢について。 

私はもちろん、正しく立てている人間は実はほとんどいません。正しいとは、脱力しきって、

重心が下に、下に、おりていき、安定している状態で、かつ気が通っていなければなりません。

気が通るには、心の安定も必要です。心身ともに脱力することが要です。 

本当に正しく立っていれば、どこにも負担がかからないのです。首が痛い、膝が痛い、などと

いうのは正しく立てていない証拠です。 

 

わたしたちが剣道を通じて、学んでいくのは、まさしく正しい姿勢です。 

 

特に小学生までは、若木のようにまっすぐ立っているかのように見えるかもしれない。 

でも、これから成長する過程で、傾いたり、曲がったり、どこかに負担がかかってしまうのが、

人間の常というか、大体は姿勢に個性が出るのが普通です。 

そこを修正し、まっすぐ力の抜けた正しい姿勢に導いてくれるもの、それが剣道です。 

 

剣道以外でも、もちろん構いません。能でも弓道でも柔道でも空手道でも、達人ほど正しい姿

勢をしていると聞きます。それは大きな山にどのルートから登るかどうかの違いにすぎないよ

うです。各道で頂上に上った達人は、歩んだ道が別の道でもただちに通じ、達人となると言わ

れます。 

 

剣道は刀を通して相手と対峙します。相手がいないときに正しい姿勢ができていても、ここに

我に向かう相手がいたとき、とたんに正しい姿勢を保持できなくなるものです。ぎりぎりの間

合いまで姿勢を保持できますか？私はまだまだできません。相手に気圧され、堪らず打って出

たり、居着きを起こしたり。だから稽古をやめられないのです。 

剣道の良さは老若男女、世代や性別を超えて稽古できるということにもあると思います。上手

の先生と稽古して、下手の後輩を引き立てて稽古して、そうしているうちに、自分が見えてき

ます。この自分が見えてくる、自分の立ち位置がわかる、というのは人生でかなり大事なこと

です。ぜひこの辺りも剣道を継続して身につけていってほしいと思います。 
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　　　　　　　平成29年1月8日（日）
＠埼玉大学　総合体育館

　　　今年も埼玉大学の寒稽古にたくさんの駒剣士が参加させていただきました。
　　　稽古からそのまま出場した駒剣士も多く、みんな疲れも見せず健闘しました！
　　　それぞれが課題を見つけ、今後の稽古に励んでくれることに期待しましょう！

試合結果  （選手の母がスコアをつけているので、コメントは辛口が多いです）

小学生低学年の部

今村さん 　　ド　メ ―㋱メ判 齊藤（忠誠館錦道場） 良い胴が決まり、先に２本取っていたので、とても惜しい
試合でした。とても良く攻めていました。

上岡くん 　　判定 ―　 上林（荒川剣友会） 全体的にのんびり。惜しい面も何個かあり。
―　判定 小原（古里学園剣道） 少しは早くなったが今度は攻めが少なくなったので、今後

の課題にして欲しい。

俵くん ㋱メメ▲ ―　 山崎（剣道緑ノ風） 良く攻めていた。しっかり良く見て面三本決めました。
―　㋱メ 福永（大宮中央剣友会） 攻めていたけど隙を取られてしまい２本取られてしまった。

相手の方が動きが良かった。

花家くん ▲　㋱　メ　―　 高石（川口北ＳＣ） 久しぶりの試合で感覚が掴みずらかったのか、最初に
場外反則をしてしまったが、慌てずに頑張った。

―　▲　ド 西村（朝日東剣道クラブ） 粘り強い試合ができたが、胴を取られてしまった。

橋本くん ― 判定　 逸見（荒川剣友会） 後ろに下がらず前に前に出て攻めていました。とてもいい
試合だったので、判定は残念です。

林くん 判定 ―　 塩野（大宮輝誠剣） 前半は攻めていたが、後半は動きが悪くて手元が上がり
始めていた。強気で攻めよう！

―判定　 神岡（北浦和やどかり）１回戦同様、攻めきれなかった。体も大きく強い打ちもある。
足りないのは気迫！！

小学生高学年の部

石井くん 　▲ ―㋱ドコメ　森(妙武館高麗道場） 技を取られたのは仕方ないとしても、また場外に出てし
まったのは反省しないといけないと思います。

佐々木くん　　　 ―　判定 気合が充分だったが、面も胴も決めることが出来ず、判定
負けでした。

内田くん 　　㋙ ―　 大村（大宮西剣友会） とてもきれいに小手が決まりました。もっと足を動かそう。
　判定 ―　 桑原（三室剣道部） おしい胴がありました。声は出ていましたが攻め手を欠き

辛くも判定勝ち。
―　判定 南雲（埼玉田島剣友会） 後ろに下がっていく技が多かったのでもっと前に攻めよう。

伊東くん 　㋱ ― 山口（名細剣友会） １本がなかなか決まりませんでしたが、よく動いていました。
　㋱ ― 瀬川（埼玉田島剣友会） 相手のスキを見て面が打てました。でももっと動こう。

―　㋙ 築山（忠誠館錦道場） とても動きの良い相手でした。本人なりに頑張っていたけ
れど、もっと攻めよう。

峯くん ㋱　メ ―　 堀口（妙武館高麗道場） とても良い面が決まりました。落ち着いた試合でした。
　判定 ―　 横山（埼玉一心館道場） お互いになかなか決まらずやり辛そうでした。後半惜しい

面がありました。
―　判定 山本（妙武館高麗道場） 相手のペースになっている時に攻めて、相手に取られそうに

なることがありました。自分のペースで試合をしましょう。

島田（大宮中央剣友会）

第37回　鳳翔剣大会
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加藤さん 判定 ― 片山（北浦和やどかり）積極的に攻めていたものの、技は全て防がれ決めること
が出来ませんでした。

―　判定 片山（朝霞市剣道連盟） 間合いを全く取れず、技もほとんど出せぬまま終わりました。
試合に挑む姿勢も、身体を動かすことなく全く出来ていま
せんでした。

菊地くん 　　㋱　メ ―　 油谷（朝霞市剣連） 第一試合で緊張したと思いますが、手数が多く、良く攻め
いました。きれいに面が２本きまりました。

　　判定 ―　 椙本（尚武剣友会） 追い面良い。試合の終盤で足がとまっていた。最後まで
頑張れ！！

　メ ―㋱メメメ 牧下（大宮輝誠剣） 相手を怖がって試合をしてしまった。ただ、良い面を一本
取り返した。それを最初から出来るようになろう。

松本さん 　㋱ ―　 小此木（埼玉一心館道場）声が小さい。自分から技を出す。返し胴良し。
　㋱ ―　 藤田（北浦和やどかり）１戦目と比較しても動きが良くなっていた。面もきれいに

決まっていた。次も期待。
　▲ ―　判定　　　　安村（剣道緑ノ風） 当初は相手に押されていたが、１本になっても良い返し胴

があった。内容的にはほぼ勝っていたと個人的には思う。

川島くん 　 判定 ―　　　　 初戦のため、声も小さく消極的な試合だった。自分から
仕掛ける技を出していこう。

　　㋱ ―　 山下（埼玉一心館道場） もっと楽に勝てる相手だった。自分から仕掛けてこそ返し
技もいきてくる！！

―　㋙　 川越（友心館剣道） 相手に押される内容だった。技も面や小手などの単発だ
った為出小手を狙われた。連続技を出せるよう稽古しよう。

岡部くん ―　判定 野口（朝日剣道クラブ） 良い面は出ていたが、決めきれなかった。返し技を怖がらず
打ち切ろう！！

中学生男子の部

奥田先輩 　㋱ ― 小林（獨協埼玉中） １本とった後少し腰が引いてしまいました。
　㋱　メ ― 大柳（大谷口剣友会） 落ち着いて２本決めた。後半まで集中力をきらさないように。
　 判定 ― 飯田（尾間木中） 技を打った後の振り返りの後の構えができておらず、打たれ

そうな場面が何回もあった。技は抜けて構えをつくるまで
が一本なので、そこをしっかりとしましょう。

― ㋱　ド 水落（獨協埼玉中） 序盤自分から面を打ちにいったが、少し間合いが遠かった。
ころんだ所で面を打たれてしまい、２本目はあせって胴を
とられてしまった。

村松先輩 ― ㋱ メ 大塚（大谷口中） 自分から前にでたけど、相面をを取られてしまった。あと
ちょっとで、面がとれていた。

長谷部先輩 　㋙ ― 加藤（秀）（本太中） 前半から積極的に攻めて見事な小手を決めて勝ち。さすが。
　㋙ ― 　▲ 橋本（木崎中） 見事な小手が決まった。駒剣ＯＢ同士の対決で緊張感の

ある戦いとなった。
― 　判定 沖田（剣道緑ノ風） 最初から積極的に攻めていたが、惜しくも判定負け。

谷口先輩 ― 　判定 畑（大宮中央剣友会） 判定で負けてしまいました。もう少し元気のよい剣道が出
きたら良かったと思います。

高校生男子の部

森先輩 　▲ ― ㋱ 坂谷（県立浦和高） 序盤から積極的に攻めていたが、相手に面を決められて
しまい、そのまま取り返す事が出来なかった。残念。

佐藤（大宮中央剣友会）
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今村さん １回戦で判定負けをしてしまいました。2 本先取して油断してしまったのがいけなかったと

思います。くやしかったです。 

林くん 二試合とも判定になってしまいました。一回戦は、自分なりに声も出せていたと思うけど、

二回戦は声が出せていなくて、一本ににならなかったと思います。これからもっと頑張り

たいです。相手は、輝誠剣とやどかりの選手だったので、これからの合同稽古でも勝てる

ように頑張ります。 

俵くん 今回の試合では、一回戦目は緑ノ風の山崎君に 3 - 0 で勝つことができました。 

でも二回戦目に大宮中央の福永君に 0 - 2 で負けてしまいました。二試合目は、とにか

く気迫が思うように出せなくて、うまく「技」につながらなかったんだと思いました。一試合

目からも、いろいろな反省点があったので、今後の稽古や試合で活かせるように日々努

力していきたいです。 

花家くん 1 試合目は 1 回反則をしてしまったけれど、勝てて嬉しかったです。2 試合目は胴を打た

れてしまって負けてしまいました。体力が持たなかったのでもっと身体をきたえたいです。 

上岡くん 二回とも一本もとれなかったので悔しかったです。キチンと一本取れる試合が出来るよう

これから頑張ります。 

橋本くん 一試合目で負けて悔しかったです。「竹刀が曲がってしまっていたのが、惜しかった」と、

尾島先生に感想を言っていただいて、今後はそこを気をつけて行きたいと思いました。 

伊東くん 鳳翔剣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、1、2 回戦目は勝ち

3 回戦目は負けてしまいました。 3 回戦目は、自分のペースで試合ができず、あまり攻め

られませんでした。これからは、自分から攻めていきたいです。 

石井くん 試合の反省は、迷いがあったことです。強い相手で、後の試合にも学べることがいっぱい

ありました。これを活かして、けい古にはげみたいです。 

松本さん 私は、今回の鳳翔剣大会で 3 回戦目で負けてしまいました。 

１回戦目は足が全然動いてなく、自分からせめてうつことがあまり出来ていなかったと思

いました。２回戦目は、１回戦目の時より、自分からせめることが出来たけれど、１本しか

とることが出来なくて、くやしかったです。3 回戦目では、返し胴などの技を出すことが出

来たので良かったです。しかし、判定で負けてしまいとてもくやしかったです。 

これからも、もっとしっかりと稽古をしていきたいです。 

菊地くん 今回は鳳翔剣大会に出場させていただきありがとうございました。 

最初は大会に緊張していて体が硬くなってしまいました。そのあとは１試合目より緊張が

ほぐれていつものように動く事ができました。今回の鳳翔剣大会で他の人の試合を見る

ことで勉強することができました。 

これからも稽古宜しくお願いします。 

佐々木くん 鳳翔剣大会に出場させて頂き、ありがとうございました。僕は有利なシード権で大宮中央

の島田君と戦いました。面で攻めるか、小手で攻めるか迷ってしまい、なかなか前へ進め

ずに、結果判定で負けてしまいました。これからは一歩先に攻める事を意識して、稽古を

していきたいです。応援してくれた皆さんありがとうございました。 

内田くん 公式戦で初めて小手が決まり嬉しかった。二回戦、三回戦ともに判定で、決めきることが

できなかった。もっと稽古に励みたいと思う。 

加藤さん 今回の試合では、声が出ていなく攻めもなく、良い試合ではなかったと思います。先生方

に教えていただいたことや母に注意されたことも少ししかできず、まだまだけい古が必要

だなと思いました。 

川島くん 鳳翔剣大会に出場させていただきありがとうございました。 

1 試合目と 2 試合目は勝ち進めましたが、３試合目の相手の友心館の川越君は動きが機

敏で、面を打とうと前にでたところ出小手をとられ負けてしまいました。もっと自分から攻

めていく剣道ができるようになりたいです。 

これからもお稽古頑張りますのでご指導よろしくお願いします。 

第 37 回 鳳翔剣大会 出場選手の感想 



8 

 

峯くん １試合目、シードで体がちょっと冷えちゃったけど勝てました。２試合目、判定でなんとか

勝てたけど、もう少し打つ機会を作れたと思います。３試合目、判定で負けてしまいまし

た。焦って打っていってしまい、これが敗因かなと思います。どれもこれもいい経験になり

ました。 

岡部くん 今日はありがとうございました。試合では声を出すことができず、あまり動けませんでし

た。今回、練習でできていても、も試合ではできなくなるという事を痛感しました。 

もっと稽古で頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。 

奥田先輩 今回は鳳翔剣大会に出させていただき、ありがとうございました。技が単調になってしま

ったことと、決め手が少なかったことが反省です。 

真っ直ぐに打てたことが良い点です。 

4 試合目に大きな子と勝負をして負けたので、大きな相手にも攻め方を工夫して試合をし

たいです。 

長谷部先輩 鳳翔剣大会に出場させていただきありがとうございました。勝ち進むことができず悔しい

ですが、この悔しさを次に生かしていけるよう努力していこうと思います。これからもよろし

くお願いします。 

谷口先輩 鳳翔剣大会に出場させていただき、ありがとうございました。試合は、自分なりに頑張っ

て攻めましたが、判定負けでした。対戦相手の畑さんの声がよく出ていたので、声や気迫

も負けないようにしたいと思いました。緊張しすぎて構えが崩れてしまったので、今後は

気を付けたいと思います。 

村松先輩 今回、試合の中で頭を使えてないことが分かりました。そして相面が弱いこともわかった

ので毎日の部活の稽古で意識していきたいです。 

森先輩 今回は鳳翔剣大会に出場させていただき有難うございました。 

初戦敗退という不甲斐ない結果で申し訳ないです。 

応援してくださった方々、今回は本当にありがとうございました。今後もよろしくお願い致し

ます。 
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Ｎｏ 小学生会員 回数 師範・成人会員 回数 ＯＢ・ＯＧ 回数

1 小6　岡部 15 尾島　寿子 15 中一 長谷部 15

2 小6　峯 15 長谷部太郎 15 中一 村松 15

3 小6　菊地 15 星野　芳範 15 中一 橋本 15

4 小5　佐藤 15 本荘　真 8 中二 冨田 8

5 小5　住屋 15 渡辺　良平 7 中二 早川 6

6 小6　松本 9 新井　孝哉 7 本城先輩 5

7 小6　川島 8 山崎　利男 7 西先輩 4

8 小6　石井 8 須山　勉 6 福島先輩 4

9 小6　加藤 8 福島美映子 5 中三 權田 4

10 小5　飯田 8 本田　正則 5 中一 齋田 4

11 小6　伊東 6 齋田　求 5 中一 谷口 4

12 小4　今村 5 宮島　大輔 5 中二 小松田 3

13 小4　俵 5 林　功史 3 中二 加藤 3

14 小3　飯田 5 武笠　良司 3 中一 奥田 3

15 小2　宮島 5 稲森　久士 1 中一 松本 2

16 小6　伊藤 4 関口　大輝 1 新井先輩 2

17 小5　鈴木 4 小形　父 1 森先輩 2

18 小6　内田 3 松本先輩 2

19 小6　佐々木 3 谷口先輩 2

20 小5　武笠 3 関先輩 1

21 小4　上岡 3 本荘先輩 1

22 小4　橋本 3

23 小4　林 3

24 小6　細野 1

25 小5　渡辺 1

26 小4　花家 1

27 小2　俵 1

172 109 105 386

　平成２８年度　埼玉大学寒稽古参加回数


