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★駒剣だより係からのお願い★ 

大会の感想などをメールでお送りいただく際には、件名に【学年 名前】のみを入れてください。 

「大会の感想です」などは不要ですので、ご協力お願いします。 

駒剣だよりアドレス→komakendayori@yahoo.co.jp 
 
 

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 

<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）

■29日（土） 昭和の日　祝日休み　＊通常稽古・夜の稽古（修道館）はお休みです。
15：00～16：30　錬成部稽古会（修道館）　＊中学生以上、参加可
17：00～19：00　錬成部定期総会（駒場体育館２階　会議室）

◎平成２９年度 剣道教室を開催します◎
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　（定員　２４名）
※お近くに興味がある方がいらしたら、ぜひお声かけください！！

<5月の予定>
◎稽古時間：木曜日・・・17：00～19：00　

５月１３日より
土曜日・・・13：00～15：00　剣道教室①～③
土曜日・・・15：00～17：00　　

■　4日（木） みどりの日　祝日休み
■13日（土） 15：15～17：00　定期総会（駒場体育館２階　会議室）

<６月の予定>
◎稽古時間：木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・13：00～15：00　剣道教室④～⑦
土曜日・・・15：00～17：00　　

■17日（土） 15：00～　入会説明会（※剣道教室参加者の保護者対象）
■18日（日） さいたま市浦和剣道大会（大宮武道館）
■25日（日） 全国少年少女剣道祭（さいたま市記念総合体育館）

 

 

http://komaken.greater.jp/old_koma_hp/index.html
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本荘先生からのお言葉 
 

           昨年は小学校の卒業式には桜の花がきれいに咲いていた記憶がありますが、今年の 

開花は遅いようです。４月を待って美しく咲き誇ってくれるのでしょうか。この時期に進学、 

就職、異動等で気持ちを新たに今までと違った世界に飛び込んでいく者には、いつも 

より桜の花が眩しく見えるはずです。 

 

さて、３月２５日（土）には「６年生を送る会」が行われ、１８名もの駒剣卒業生が巣立っていきました。前

半の試合では、さすが６年生という試合ばかりでした。２・３・４年生と抜かれ、５年生の大将との対戦の時

でも６年生はまだずいぶん残っていました。それでもまだ楽観していましたが、終わってみれば錬成部長

で六段の長谷部さんまで引っ張り出されました。素晴らしい！力強い試合っぷりを見せられ、中学生での

活躍も予感できました。後半のセレモニーでは、師範からの贈る言葉、記念品・花束贈呈、卒業生の言葉、

新キャプテン・副キャプテン発表、卒業生保護者の言葉と続きました。印象に残ったのは、卒業生の立派

なあいさつでした。日頃は剣の上達を目の当たりにしていますが、人前でしっかり話ができるようになった

のだと感慨深いものがありました。保護者の一言も、我が子への想いと駒剣への愛情が溢れていて涙なく

しては聞いていられませんでした。 

卒業生は本当によくがんばりました。やり遂げました。おめでとう。保護者の皆様、長きにわたりたくさん

のご支援を賜り、ありがとうございました。合宿ツアーなども計画されているようですので、引き続きのご縁

をよろしくお願いいたします。 

新キャプテンに飯田君、副キャプテンに佐藤君と武笠君が選ばれました。飯田君の新キャプテンとして

の言葉、良かったですね。あの短い時間でよく考え表現できたと感心しました。「役職が人を育てる」と言

いますが、すぐに名キャプテン・副キャプテンになれるものでもありません。焦らずじっくり時間をかけて成

長していってください。歴代のキャプテンが皆そうであったように、自らがしっかり稽古に取り組むことで周

りはついてきます。一年間頼みます。他のメンバーもバックアップをしていってください。 

 

３月１９日（日）には「浦和少年錬成会」が桜区の記念総合体育館で開催されました。午前の学年別一

本勝負勝ち抜き戦では５人の駒剣士が“５人連続勝ち抜き賞”をいただきました。「惜しい」、という者も何

人かいて５人勝ち抜く難しさも見えました。午後の団体戦では、駒剣チーム、予選では圧倒したものの準

決勝リーグでは力を出し切れなかった部分も見られ、入賞には届かずでした。 

全体的に見れば各々に努力の跡が見えた大会であったと思います。今回悔しい思いをした者は次の

機会にそれを晴らせるようまたがんばりましょう。 

 

時間がさらに遡りますが、３月４日（土）に行われた「駒剣後期昇級審査会」において、多くの５・６年生

が「特２級」に昇級しました。４月１５日（土）に行われる浦和剣連の１級審査に臨む者もいるようです。この

時の審査会から、「木刀による剣道基本技稽古法」が審査に加わるとの連絡がありました。今までは講習

会を行い、その中で時間をとって通して行う程度だったものが、午後の審査として実施することになります。

したがって、剣道形同様、できないと不合格ということもありうるのです。審査の有無にかかわらず、全員が

しっかり身につけるようにしていきましょう。 

 

しばらくは入部する前の卒業生が稽古に来てくれてあまり気に

ならないかもしれませんが、たくさんのメンバーが抜けたことにより

道場が広く感じられ気合いが小さくなったりする懸念があります。

そうならないように一人ひとりがより動いて声を出し、活気の溢れ

る稽古としていきましょう。『春、気持ちも新たにいざ進もう！』 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490947485/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5iaXNvdWphcG9uLmNvbS9hcnRpc3RzL2Fzc2V0c19jLzIwMTMvMTAvYXJ0aXN0ZV93YWt1aV8yLXRodW1iLTgwOHg2MDAtMTA5MS5qcGc-/RS=^ADBwHPxLaiw_SZK46NEZCz6YtW4eVA-;_ylt=A2RCL5YdvNxYN2QAkwiU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5crcftWFgkAtweU3uV7/SIG=125oaao06/EXP=1459405483/**http:/flowerillust.com/img/flower/flower1600.jpg
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よっ！ みんな，元気か？ 
 

６年生送る会，盛り上がったな！ 

本当に６年生はたくましく成長したな。ジャイアンもうれしいぞ。 

また，下級生の人たちも，１年分，ちゃんと成長したな。こちらもうれしいぞ。４月になれば，新しい進学

や進級して，気分一新，気持ちを切り替えて，あらたな気持ちで学校生活や剣道の稽古に打ち込める

な。 

 

さて，そういうことで（何がそういうことなのかよくわからないが），今回は，竹刀や防具の手入れの話だ。

みんなはちゃんと毎回お稽古後に竹刀や防具の手入れをしていると思うけど，ジャイアンはけっこう忘

れちゃうんだ。そこで，春休みのように時間がとれるときに，竹刀の点検や修理，防具の手入れなんか

をしているんだ。ジャイアンのように毎回の手入れをサボっている人は，よい機会なので，春休み中に

竹刀の点検や修理，防具の手入れをするといいと思うぞ。 

 

えっ？修理の仕方が分からないって？ 

 

駒剣から，手入れの仕方の冊子をもらっているよね。それを見ながら自分でできるところまでやってみ

たらどうかな。分からなくなっちゃうかもしれないけど，その時は，稽古の時に錬成部の先生方にきくと，

やさしく教えてくれるはずだぞ。何でもそうだけど，やってみないとはじまらないよな。とにかくやってみ

てくれ。面ひもや胴ひもを洗ったり，切れそうでないか確認したり，防具の汚れをきつく絞ったタオルで

ふいたりすると，次の稽古で引き締まった気持ちで剣道ができたりするぞ。それと，面つけの遅い人

は，春休みの間に一度家でつける練習をするといいぞ。家であわてずに，一度しばりかたを確認して

みるだけで，かなりスピードアップすると思うぞ。試してみてくれよな。 

 

ところで，この前，試合があったけど，みんなどうだったかな？ 

勝った人，負けた人，メダル取った人，取れなかった人，団体戦に出た人，応援した人，いろいろな人

がいると思うけど，大切なのは，きちんと思い返して考える（反省する）ことだぞ！勝った人はどんな勝

ち方をしたのか，よい勝ち方をした人は，そのイメージをもって稽古にはげむと上達するぞ。逆に，負け

ちゃった人は，どこで負けたのか，良く思いだして，次は同じミスをしないようにするとワンランク上にあ

がることができるぞ。 

試合だから，一生けんめいやったはずだよな。だから，次はがんばるっていうだけじゃ，次の試合も同

じように負けてしまうぞ。ちゃんと，思い返して考えてみよう。そして，どうすればよかったのか考えて，次

の稽古でやってみよう。そのくり返しが上手になる近道だぞ。何ごとも「やりっぱなし」はダメだぞ。負け

たことを思い出すのはちょっとイヤかもしれないけど，そこを乗りこえることで強くなれるんだ。トライして

みてくれ。 

 

では，新年度もよろしくたのむぞ！ 

じゃ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第 33 回 筋トレって 

新学年ですね。岡部主将一年間お疲れ様でした。 

人数の多い学年でしたが、よくまとめたと思います。副主将の峯君、川島君以下みんなも岡部主将をサポー

トし、後輩以下の面倒を見てくれました。ありがとう！ 

そして残された僕たちは、新主将の飯田君をみんなで盛り上げていきましょう。OB のみんなも応援してくださ

い。われわれ、錬成部も全力で応援します！ 

思い起こせば、私が駒剣に入会したのは 2010 年 10 月でした。お世話になって、間もなく丸 7 年です。主将を

歴代思い起こすと、2010 年度から中牟田さん、松本くん、真砂くん、河内くん、早川くん、長谷部くん、岡部く

ん。それぞれの学年が特徴は違いながらも、みんなで切磋琢磨し、後輩の面倒を見て、巣立っていきました。 

残った新 6 年以下のみんなも、気負わずに駒剣の伝統を守り、自分の個性も出して、厳しく楽しくそれぞれで

全体をまとめ上げていきましょう。剣道教室、春秋の試合、夏合宿、寒稽古、OB 会や他の剣友会との出稽

古など、たくさんのイベントがありますが、あっという間です。笑って泣いて、良い思い出を作りましょう。それ

がみんなの一生の思い出になれば最高です。新しい仲間もすぐに入ってきます。 
 

さて、最近思うこと。 

それは、足（足首からつま先まで）の使い方は本当に難しいな、ということです。無意識のうちに負担のかか

る使い方をしていることがあまりに多いのです。私の最近の研究テーマです。足と腰は深い、深すぎます。 
 

骨格などを調べると、足はかかとと母指球と小指球の 3 点で支えて立つともっとも安定するアーチ構造にな

っています。図でいえば、A と B と C ですね。 
 

足首からつま先で身体の骨数の１０％を使用しているといいます。人体のなかでも、 

とても重要で精密なものです。 

レオナルド・ダヴィンチは｢足は人間工学上、最大の傑作であり、そしてまた最高の芸術 

作品である。｣と言っているそうです。 

ずっと直立二足歩行ができるのは、地球上でヒトだけですが、それは片足を 3 点で支えて 

いるからだそうです。両足６点で支えることになるので、正しく立てば２本足で非常に安定して 

立てます。犬や猫などは 4 本足でないと立てないですよね。 

しかし、現代人は、長時間片足立ちができない、とか、まっすぐ歩けないとか、３点で支えて 

立つことを忘れていると言われます。内股、がに股、偏平足、癖はたくさんあります。外反 

母趾などの症状に出ている場合も多いです。 

ちなみに、両手を腰に、目を瞑って、片足（どちらでもよいです。）を５センチ以上あげて、その 

まま何秒いられますか？２分以上だったら、相当なものです。 
 

足をしっかり使えている子は、すっと腰が立つのでわかりやすいです。 

思い返すと、私も足がダメです。 

子どもの頃は偏平足でした。小学生に入る前、病弱だったのです。次第に健康になり、段々稽古を積み重

ねているうちに、土踏まず、もできてきて、昔よりはだいぶマシになったと思います。 
 

そのなかで、今私が改善したいと思っていることは、両足の重心の掛け方です。 

私の場合は、両足でも右と左で立ち方にそれぞれ癖があり、左の立ち方を改善すれば、もう少し左サイドが

強くなりそうだと思っていますし、右の立ち方を改善すれば、右の起こりが少なくなると思っています。ただ、

一瞬のことなので、無意識でもできるようにしなければなりません。そう簡単なことではないですが、普段か

らできるだけ忘れないように気をつけています。 
 

みんなも自分が今どこに重心かけて立っているか、歩いているか、考えてみたらいいです。特に裸足のとき

は気がつきやすいので、おうちや道場で意識してみてください。 

そして、3 点で立っているか、どこに重心があるか、自分がどんな癖があるか、考えてみてください。 
 

剣道をされない方もここは重要です。膝が痛いとか、腰が痛いとか、も立ち方の問題が影響していることが

多々あるからです。肩こりや首痛、ひいては頭痛にまで影響していると思います。 
 

次回は歩き方を考えます。それでは！          
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平成 28 年度浦和少年剣道錬成・合同稽古会出場選手の感想 
 

 

岡部君 今回僕は、個人戦、団体戦共に出場させていただきました。個人戦では最高 4 勝で、表彰さ

れることではできませんでした。最後の試合は、小手が気になってあまり打てなかったので、

出鼻の小手が打てないくらいの面を使えるように、これからも練習したいと思います。 

団体戦では、中堅として出させていただきました。個人的には団体戦は良い結果だったと思

います。しかし、緑の風との試合で、先鋒、次鋒と負けてきている所で、流れをあまり変えられ

なかったのが反省する所です。今回周りを見ていて、自分より強い人がたくさんいました。そ

の人たちより強く、上手くなれるように、これからも稽古をしていきたいと思います。 

今まで大会の時にサポートしてくださった先生方、保護者の皆様、ありがとうございました。 

川島くん 今回は浦和少年錬成会に出させていただきありがとうございました。個人戦では目標として

いた 5 人に勝ち抜くことができてよかったです。団体戦では大将として出場させていただきま

した。最初の予選リーグでは 先鋒、次鋒と 4 年生が良い流れをつくってくれて勝ち上がるこ

とができました。しかし、決勝リーグで僕は引き分け、大将としての役割を果たせず残念でし

た。応援して下さった皆様、本当にありがとうございました。 

峯くん 個人戦は、緊張して最初は体があまり動かなかったけど、だんだん調子が出てきて団体戦で

は大分動けました。小学生最後の試合、100 点満点とは言えない内容でしたが、いままでの

経験を生かして中学生でも頑張りたいと思います。いままでありがとうございました。 

【３回戦】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝数（本数）

駒場 俵（秀） 上岡（大） 岡部 峯 川島

剣友会 メ 　　㋱　コ 　　 　 ド

沼影 　　㋱　コ 　　㋱　メ 　　㋙　コ   　　 コ

剣友会 萩原 新井 滝田 萩原 尾形

【準々決勝】

先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 勝数（本数）

駒場 俵（秀） 橋本 岡部 加藤 川島

剣友会 メ

緑の風 　　㋱　メ 　　㋱　メ コ 　　メ　メ

剣友会 萩谷 池田 中村 池田 安村

終始落ち着いてい

た。

綺麗な１本だった。

良く動けていたが、

もう少し声が出て

いれば良かった。

１（４）

最後までよく攻め

て粘ったが、惜しく

も引き分け。

気迫を感じる試

合！！

結果は引き分け

だったが、内容は

負けていなかった。

これからも頑張っ

て下さい。

コメント

早い動きの相手

だったが、ついて

いっていた。

惜しかった。

緊張している様子

で動きが堅かった

が声を出して頑

張っていた。

お互い攻めていた

が、もう１本が遠

かった。気迫が伝

わってくる良い試

合だった。

これからも頑張っ

て下さい。

緊張感が伝わって

くる試合だった。

強気で攻めていた

のに残念な結果と

なりましたが、これ

からに繋がると思

います。

頑張って下さい。

コメント

良く動いていたが

振り向き様に１本

取られてしまった。

声は良く出ていた

が、振り向き様に１

本取られてしまっ

た。

胴が空いていたの

で胴にも気を付け

て。

３（７）

３（７）

０（１）
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細野くん あと一歩のところで負けたり引き分けたりしてしまったので、今度はそういう時に勝てるように

頑張っていくので、また一緒に稽古してください。ありがとうございました。 

伊東くん 駒剣最後の試合では、自分の実力を出し切ることができず、いい結果が残せませんでした。 

中学校では、駒剣で学んだことをいろいろな部分で生かしていきたいです。 

伊藤くん ぼくは駒剣最後の大会に出て、最初はずっと同じ人で引き分けでくやしかったけど、後半の

方からやっと勝てて、4 勝してあと 1 勝というところまで進んで、でも負けてしまって悔しかった

けど、楽しくがんばれてよかったです。 

内田くん ４人まで勝ち抜きましたが、あと一歩及ばず。その後も集中力が切れてしまいました。中学校

でもしっかり頑張りたいです。 

菊地くん 今回は、浦和少年剣道練成会に出場させていただき、ありがとうございました。 

今回の試合では、相手がどんどん攻めてくる様な相手だったので、それに対応することしか

出来ませんでした。なので、相手に負けないで、自分から攻めたり、相手の打ちに応じて技

が出せる様に、たくさん稽古をして行きたいです。 

住友くん ４年間剣道をやって、大会ではあまりいい成績は修められませんでしたが、毎回楽しく参加

することができました。今回の大会でまだ練習しなければならないところを感じました。 

もし中学でも続けることになった時は、もっと練習に励んでいきたいです。 

今まで御指導ありがとうございました。 

石井くん 一回目は強い人にあたり、あっという間に負けてしまいました。 

二回目の一回戦は勝ち、二回戦で小手を取られて負けました。三回目も同じで、四回目で

は、勝ち上がった伊藤くんに負けてしまいました。 

この経験を中学の部活の剣道に活かしたいです。 

佐々木くん 小学生最後の対外試合なので、自分の力を最大限に発揮し、5 連勝することが目標でした。

ですが、2 連勝はできたものの 3 連勝まではできませんでした。もっと積極的に技を仕掛けて

いかなければ…と後悔が残りました。 

この経験を中学生に活かしていきたいです。応援ありがとうございました。 

松本さん 私は今回の浦和少年剣道錬成会が小学校最後の大会で「絶対５人抜きする!!」といういつも

より強い気持ちで大会会場に入りました。そして１回戦目、あまり足が動かず、良い打ちが出

来ていなかったけれど、２回戦目から、だんだんと、自分から攻めて打てるようになってきまし

た。そして、４回戦目では、相手の危ないと思った打ちも少しあったけれど１本とることが出来

ました。小学校最後の大会で、勝つことが出来たので良かったです。 

これも先生方、保護者の方のおかげです。ありがとうございました。 

加藤さん 私は今回が小学校最後の大会でした。 

個人戦、団体戦に出させていただいて分かったことは諦めずに頑張ることです。 

個人戦では、すぐに終わりましたが、団体戦になると相手を強いと思い込み、全くいい試合

が出来ませんでした。 

なぜ団体戦で負けてしまったのか振り返ってみると最初に一本とられた時に「もう ダメだ」と

感じてしまい、二本目もあっさりとられてしまったのだと思います。 

なので、この試合を通して個人戦が終わった時などにそれで終わったと思い込まずまだある

んだと思い、しっかり準備をしておきたいとも思いました。 

また、中学校でも剣道を続けたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。 

髙橋くん 今回の錬成会が公式なものでは最後なので、勝ちたいと思っていました。 

そして、1 勝できたので、良かったです。 

その後、他の剣友会の先生に稽古をして頂き、いい思い出を作って、終わりました。 

今まで、大会のお手伝いやお世話をしてくれた方々、ありがとうございました。 

佐藤くん 試合に出させていただきありがとうございました。 最初の試合では、自分では勝てると思っ

ていたら前に出ることが全然できなく引き分けになってしまいました。2 周目の試合では、4 人

連続で勝っていましたが、5 人目の試合でゆだんしてコテをとられてしまいました。 

3周目の試合では、ゆだんせずに打つことだけを考えてやってみたら、5人連続で勝つことが

できました。来年も 5 人連続で勝ちたいです。 
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住屋くん 試合に出させていただき、ありがとうございます。今回の試合では、2 回しか勝てなく思うよう

な試合が出来ませんでした。これからもけいこをちゃんとして、次回の試合にいかしたいで

す。 

武笠くん 今回の大会では住屋くんと同じ試合場でした。2 人でがんばりましたが、3 試合目で当たりま

した。おたがい駒剣同士精いっぱい戦いました。あまり良くない結果や試合ばかりでしたが、

これからも稽古をがんばりたいと思いますので、先生方ご指導よろしくお願いします。そして

応援してくれた保護者の皆さん、ありがとうございました。 

飯田（隼）くん 浦和少年剣道錬成会に出場させていただき、ありがとうございました。今日は、出鼻小手や

返し胴を打たれるのをおそれて、良いところで面にとびこむことが出来ず、5 勝することが出

来ませんでした。やっぱり、思いきって面を打つことが大切だなと思いました。2 巡目の 4 回

戦で、同じ駒剣の佐とうくんに出鼻面で負けたのがくやしかったです。今度の大会は、思いき

って面を出したいです。稽古を頑張ります。 

渡邊くん 浦和少年錬成会に出させていただきありがとうございました。今回の試合場にライバルの及

川君がいて少し緊張し、思うように体が動かず3連勝という悔しい結果になってしまいました。 

これからはどんな相手にあたっても自分らしい試合ができるようにこれからも稽古をしていき

たいです。応援してくださった保護者の皆さま、ありがとうございました。 

上岡くん 個人戦は体が思うように動かなくて悔しかったです。 

いつどこでも思うように動かせるくらい強い人になりたいです。 

俵くん ぼくは、個人戦は緊張せず、自分らしい剣道ができたと思っています。しかし５人抜きはでき

ず残念でした。団体戦は、駒剣代表、そして６年生にとって最後の団体戦の先ぽうとして、力

をふりしぼり、全力で試合にのぞみました。2 試合目までは２本勝ちで良い流れを作れていた

つもりですが、３試合目、「気」が相手に負け流れを作れませんでした。 

負けてしまいましたが、試合の前に先ぱい達が声をかけてくださり がんばろうという気持ちを

わかせてくれました。本当にありがとうございました！ 

橋本くん 今日は、個人戦で最初の 2 回とも、初戦で負けてしまいましたが、3 回目は、落ち着いて対戦

することができ、5 回勝ち抜く事が出来ました。初めての表彰でとてもうれしかったです。 

団体戦では、緊張してしまい始まってすぐ、面を打たれてしまい負けてしまい、申し訳なかっ

たです。でも良い体験が出来、次に活かしたいと思います。 

岸波くん 1 試合目で、相手に押されて 2 回場外に出てしまい負けてしまいました。押されても踏ん張れ

る力を付けたいと思いました。 

また、練習の時から場外を意識して稽古をしたいと思います。 

団体戦の 1.2 試合目が相手チームに 1 本も取らせなかったのが凄かったです。僕も 6 年生

のような剣道ができるように頑張りたいです。 

花家くん 1 回戦目は、線が見えずに場外で反則をしてしまいまったので、もう少し落ち着いて試合が

できるとよかったです。2 回戦目は怪我をしてしまいましたが、よい経験となりました。 

今村さん 私は最近、面がとれないので胴を打つことがふえていました。だから今回の試合では胴はな

るべく打たずに、面を取りに行こうと決めていました。でもなかなか面が決まらず焦ってくると

胴を打ってしまいました。相手の中心を取って、真っ直ぐな面を打つ練習をがんばりたいと思

います。 

林くん 声を出してたら、一本入っていたと思ので、悔しいです。もったいなかったと思います。 

声を出す事が苦手だけど、出せるようにしたいです。 

竹中くん 最初の試合で、始まってすぐに小手を取られ負けてしまいました。ものすごく悔しかったで

す。でも次の試合では勝つことができて嬉しかったです。 

飯田（哲）くん このたびは、出場させていただき、ありがとうございました。ぼくは、初めて他の剣友会の子と

試合ができてうれしかったです。結果は全部負けてしまいましたが、他の子の強さを分かって

すごく勉強になりました。強い子は、動きがす早く、打ち方が力強く、きはくがちがうなと思い

ました。これをきに、もっとけい古にはげんでいきたいです。特に、力強く真っすぐな面が打

てるようにがんばりたいです。 
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六年生を送る会 試合結果 
菊地君の 8 人抜きの後、新主将の飯田(隼)君も在校生の意地を見せて 5 人抜き！ 

人数の多い卒業生に、在校生も先生も苦戦を強いられましたが、 

目標の本荘先生までは到達せず…！ 

一人ひとりの成長が見られる試合でした。 

 

 
 

原子くん ㋱ ― 俵(涼)くん 伊東くん ― ハ 飯田(隼)くん

㋱メ ― 上岡(直)くん 伊藤くん ド ― ハコ

メ ― ㋱ 宮島さん 住友くん ― ハメ

石井くん ― ハメ

小澤さん ㋱メ ― 飯山くん 細野くん ― ハ

㋱メ ― 飯田(哲)くん 松本さん ド ― ハ

― ㋱メ 竹中くん

内田くん ― ハ メ 渡邊くん

中島さん ㋱メ ― 竹中くん 佐々木くん ― ハ コ

― 岸波くん 加藤さん ― ハ

峯くん メ　ド ― ハ

髙橋くん ド ― 花家くん

― 林くん 峯くん メ  ド ― ハ 佐藤くん

ハ メ ― 関口さん

菊地くん ㋱ ― 橋本くん ハ メ ― 宮島さん

㋱メ ― 今村さん ハ メ ― 田村さん

㋱ ― 上岡(大)くん ハ ド ― メ 近藤さん

㋱メ ― ド 俵(秀)くん ハ ― 清水さん

㋱メ ― 大武くん ハ ― メ 齋田さん

㋱メ ― 鈴木くん

ドメ ― 齋藤くん 川島くん ハド ― 渡辺さん

㋱メ ― コ 住屋くん ハ ― メ 山崎さん

― 武笠くん

岡部くん ハド ― 星野さん

ハ ― メ メ 長谷部さん

♪4 月から新しい仲間が増えます♪ 
新五年生 寺島君 

小 3 から神奈川県で剣道を始めて、 

小４で浦和署道場入会、三級取得済。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

経験者の入会、とても頼もしいですね！ 

切磋琢磨し、駒剣を盛り上げていきましょう！ 
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