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<７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 第2体育室 剣道場 8日 剣道場 剣道場

13日 第2体育室 剣道場 15日 剣道場 剣道場

20日 第2体育室 剣道場 22日 剣道場 剣道場

27日 第2体育室 剣道場 29日 剣道場 剣道場

■   １日（土） 13：00～15：00 剣道教室⑧(最終日)　修了式後入会受付

■   ６日（木） 17：00～19：00　　新入会員〈初心者〉稽古開始　(礼式後第2体育室へ移動)

■   ８日（土） 13：00～15：00 新入会員の1部稽古スタート

14：00～ 役員打ち合わせ

■   ９日（日） 第１回浦和少年強化練習会※対象者のみ（市立浦和高校）

■ １５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

■ １７日（月・祝）  9：00～12：20 塚越剣友会交流会（蕨東小学校　体育館）

■ ２０日（木） 17：00～19：00　　子どものためのスコアつけ教室①

■ ２２日（土） 15：00～17：00　 合宿説明会（駒場体育館　２F会議室）

■ ２７日（木） 17：00～19：00 子どものためのスコアつけ教室②

<８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　　

■5日(土)～ 7日(月) 夏合宿(河口湖　月山荘)

■ １２日（土） お盆休み

■ ２６日（土）　　 平成２９年度前期昇級審査会

■ ２７日（日）　　 13：00～17：00 ＯＢ合同稽古会(駒場体育館　剣道場)

第２回浦和少年強化練習会※対象者のみ（尾間木中学校）

<９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　　

■   ２日（土） 一、二、三級審査会・初二段講習会・合同稽古会（記念総合体育館）

■   ９日（土） 14：00～17：00　お父さん・お母さんのためのスコア教室

※１部・２部合同。開始時間にご注意ください

■ １７日（日） さいたま市民体育大会剣道大会（さいたま市記念総合体育館）

■ ２３日（土） 秋分の日　祝日休み

■ ３０日（土） １部・２部 稽古休み　（修道館 稽古あり）



 

2 

 

 

本荘先生からのお言葉 
 

            今年は、梅雨入り後もそれほど雨の日が多くはありませんね。ただし、湿度は高く少し体を 

動かすと汗が吹き出します。稽古後は、剣道具の手入れをきちんとしないとカビや臭いの元と 

なります。長い目で見ると、劣化、痛みに大きな違いがでますので、使いっぱなしにしないで 

汗をしっかり拭いて乾かし、大事に使うようにしましょう。 

 

 さて、剣道教室が本日で修了となりました。全８回、お疲れ様でした。最後は面までつけて稽古しましたが、剣

道の楽しさ、面白さが少しでもわかってもらえたら幸いです。できたら、もう少しやってみようと思って、この後も

一緒に稽古できたらうれしいです。しばらくは上級組とは別に時間を設けて基本的な内容をじっくり稽古してい

きます。多くの入会者をお待ちしています。 

 

 ６月１８日に「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Ｂチームが２回

勝ち上がり健闘しました。Ａチームは残念ながら初戦で敗退、なんとか大将までつなぐ戦いをしたかったところ

です。個人戦では、５年生の俵選手と今村選手が３位入賞、がんばりました。また、出場した５，６年生８名全員

がベスト１６以上となり浦和の強化選手に選ばれました。この後の強化練習会の参加を良い経験としてほしいで

す。一般の部２チームは、健闘むなしく初戦で敗退でしたが、大人になっても試合に参加することに意義有りで

す。さらに精進していきましょう。監督から、試合前のアップや応援の様子などに成長が見られたとの講評があ

りました。大事なことです。会としてつなげていきましょう。 

 

 ６月上旬に行われた学校総合体育大会さいたま市予選剣道の部では、今回も

駒剣ＯＢ・ＯＧが大活躍でした。団体戦では小松田先輩の三室中が優勝、個人

戦では男子で早川先輩が準優勝、女子では權田先輩が新人戦に続いて優勝、

山﨑先輩がベスト８と上位に名を連ねました。おめでとうございます。県大会でも

がんばってください。浦和の大会でも加藤先輩の大原中が準優勝、ほぼ駒剣の

本太中が３位になるなど大健闘でした。先輩方の活躍は後輩の大きな励みにな

ります。ただし、試合で入賞しなくても焦らなくて大丈夫ですからね。剣道は長く

できますし、目的は試合に勝つことではありません。例えて言うと、ある場所まで

行くのに高速道路があれば便利だし早く着くので乗りますよね。でも、乗らずに

普通の道をゆっくり走ると高速道路からは見えない景色が見られます。時には車

から降りて歩いたり、お店に寄ったりすると人との触れ合いが味わえたりします。

必ずたどり着けます。そんな「道」でもいいのだと私は思っています。 

 

 話は変わりますが、久しぶりの関西への修学旅行引率で、京都の建仁寺に行き初め

て座禅体験をしました。大きな座布団と枕のような小さな座布団があり、小さいほうにお

尻を乗せてあぐらをかきます。剣道の黙想のように軽く目を閉じ、お腹の前で両手を重

ね、円を作ります。和尚さんが棒を持って歩きます。あの棒は警策というそうですが、姿

勢が悪くなるといきなりビシッと叩かれるのではなく、眠くなったり気合を入れてほしかっ

たりする時に自ら申し出て（近くに来たら合掌する）叩いてもらうのです。私は途中、せっ

かくの機会なので叩かれたい、という雑念で頭がいっぱいになり、合掌し叩いてもらいま

した。肩ではなく、座礼のように前に手をついた状態で肩甲骨の下あたり、骨の無いとこ

ろを叩くのでそれほど痛くありません。座禅後の和尚さんのお話もためになるもので、皆

さんもぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。悟りを開けるかもしれない「座禅のす

すめ」でした。 

 

 これから塚越剣友会との交流会、夏合宿と続きます。剣を交え友好を深める良い機会です。しっかり楽しむた

めにも、熱中症をはじめ病気やケガにはくれぐれも気をつけていきましょう。 

剣道は『継続は力なり』です。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498545451/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhdG9ycy5qcC9pbWcvd29ya3MvbS8wODQ5XzAwMDAwMDM1MjAwLmpwZw--/RS=^ADBg09tgIf.GuPmzqFGXrmyNJPv3E8-;_ylt=A2Rivbaqq1BZOGkAAx2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1498545841/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpdmVkb29yLmJsb2dpbWcuanAvYXJpZ2F0bzM5MzkvaW1ncy84LzUvODU2MmNmN2EucG5n/RS=^ADBldXfxkuTSqkkWxHacad5nvQz080-;_ylt=A2RimVMxrVBZP1sAVSqU3uV7
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よっ！ みんな，元気か？ 
 

梅雨だ！剣道にとってはイヤな季節だな。ちゃんと手入れしないと，防具にカビが…… 

なんてことになっちゃうかもよ！！疲れてても稽古の後は，防具をしっかり手入れしような。 

 

ところで，この間の試合，みんながんばったな。試合に出た人，出なかった人，勝った人も負けた

人，入賞した人，しなかった人，いろんな人がいると思うけど，みんなで勝ち取った結果だぞ。 

剣道をするには相手が必要だ。稽古も試合も 1人ではできない。仲間がいて，相手がいて，初め

て剣道ができ，試合ができるんだぞ。立会での礼には，相手に対する感謝の意味もあるんだ。だ

から，良い結果だった人は，自分の力を引き上げてくれた仲間や先生方に感謝しよう。また，あま

り良くない結果だった人も，試合に出ることができなかった人も，みんなで力を合わせたからこそ充

実した試合ができたとほこりをもとう。そして，次は，自分がよい結果をだせるよう頑張ろう。 

 

次に，試合で大切なことは，勝だけじゃないぞ。大切なのは，自分の知らない相手，自分よりも強

い相手，予想もできないような試合運びをする相手，色々な相手と試合をして，また，色々な剣道

を見て，何かをつかんでくることなんだ。 

勝った人も負けた人も，自分の試合をふり返ってみよう。必ず上達のヒントが見つかると思うぞ。ま

た，試合に出なかった人も，試合に出た人の変化から，ヒントを得ることができるぞ。上達のヒントを

見つけ，やってみる。これが大切だ。 

 

さて，ちょっと話を変えて，ひとつ気になっていることを注意するな。今まで何回か伝えてきたけど，

それは「かかり稽古」のやり方なんだ。かかり稽古は，とにかく打てるところを「どんどん打つ」ことが

大切なんだ。元立ちの先生が打ってくることがあるけど，そんなのおかまいなしに「どんどん打

つ」，打って打って打ちまくるんだ。ときどき，元立ちの先生に打たれるのをよける人がいるけど，そ

れはしない方がいいと思うな。むしろ，打たれても良いから，自分も打つというのがいいな。時間内

に何本打つことができたかを数えてみると面白いぞ。３本の人もいれば，１０本の人もいるかもな。

そして，その本数を毎回多くするようにがんばるんだ。そうすれば，きっといいかかり稽古ができる

ようになるぞ。 

 

さぁ！梅雨が明ければ，暑い暑い夏だ！夏合宿に向けて自力を高めよう！ 

じゃ，またな！ 
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太郎の百錬自得 
第 40 回  

 

あっという間に２０１７年も半分が終了しようとしております。６月の浦和剣道大会も終わりました。個人

としては、多くのメンバーが浦和地区の強化選手枠に入ることができたようで、良かったです。しかし、

あえて言えば、チームで勝てるときが本当に強いのです。残念ながら、団体戦では良い結果が残せな

かった、ということをちゃんと受け止めて、夏の稽古に励みましょう。 

全試合、観戦できたわけではないですが、B チームでは、武笠くんが大将で踏ん張っているところなど

を観ることができました。この辺り 6 年生の意地を感じました。秋につながることと思います。 
 

私も 5 月に埼玉県南部地区の交流大会に浦和支部の選手として出場しました。７人制の５番手で勝負

がかかってくることが多かったです。しかし、チームメンバーの頑張りが力になって、普段以上の力が

出たと思います。チームで気持ちをひとつにして挑むことができる、それは何にも代え難いことだと思い

ます。 
 

実は 8 月に埼玉県四地区対抗試合に出場することになりましたので、さらにみんなと稽古に励んでい

きたいと思っています。 

※８月６日なので、夏合宿にいけないかもしれない涙。。。 
 

剣道は、「勝って不思議の勝ちあり、負けて不思議の負けなし」と言われます。 

１回、２回勝ったからと満足せずに、負けた試合で、自分が打たれたところがどうだったのか、こう着し

てしまった試合で、自分の攻め方はあれで正しかったのかどうか、よくよく考えて、課題としていきましょ

う。動画を何回も見るのもいいことだと思いますよ。 
 

そんな姿勢が人生に活きると思います。 

剣道の稽古は、人生に活かせなければいけません。 
 

さて、特に強化選手に入った子は錬成会などで、他の剣友会のライバルと稽古することも多くなるでし

ょう。ぜひ交剣知愛（意味調べような！）の精神で、交流を深めてほしいと思います。 

そのうえで、機会があったら、いつどんな稽古をどのくらいしているのか、普段の素振りのメニューは？

などなどぜひ情報交換してみたらいいと思います。 
 

私はよく本太中剣道部のみんなに言うのは、 

「強い子は間違いなく君たちよりも稽古している。」 

ということです。 
 

稽古とは、量と質の掛け算です。 
 

一回に何時間もすればよいものではありません。1 年間 365 日、何回面着けたか、何日竹刀を触った

かが、量になります。駒剣は木・土だけだけど、修道館もある。最低週に3回面を着けられるチャンスが

ある。素振りは家で毎日やろうと思えばできる。どうやって稽古の量を確保するか、考えたことはあるか

な。半紙一枚一枚積み上げるようにしか上達はしないのです。 

そして、いい先生の指導を受けられているか、指導いただいた内容をきちんと実践できているか。駒剣

には本荘先生ほかたくさんの先生が来てくれる。どの先生も聞けば優しくアドバイスしてくれるよね。環

境は揃っている。後は、「聞く耳」を持っているのか、「やろうとする意志」を持っているのか、それは自

分次第だ。 
 

稽古は楽しく、真剣に。 

何かをやる以上、上達したいと思うはず。今の自分よりも明日の自分のほうが上手くなっていたい、強

くなっていたい、常にそう思って、何でも取り組んでいきたいですね。 
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5年生
俵くん ３位おめでとう！
　　　ド ―　　 斉藤（原山） ・・・ 腕は良い動きをしていたが、足が付いて行ってなかった。

それでも隙を見て胴をしっかり決めた。
　　　メ　コ ―　 太田（やどかり） ・・・ 相手の動きを良く見て冷静に面と小手を決めた。
　　　メ　ド ―　 横山（一心館） ・・・ 声も良く出して足も動いていた。

しっかり良く見て、面と胴を決めた。
―　コ 布施（天翔） 気合も入っていてよく攻めていたが、隙をつかれて

小手を取られてしまった。
上岡くん

ド　メ ― 今村（浦和東警察）　・・・ 気合いが入っていた。相手をよく見て胴を上手くいれた。
　　　メ　延長 ―　ド　メ 新井（沼影） ・・・ 良く攻めていた。１本づつ取った後もう一歩のところで

面を取られた。
橋本くん
　　　判定 ―延長 塩土（浦和東警察） ・・・ 良く声が出て間合いが入っていた。相手を良く見て

試合ができた
　　　　　　▲ ―　メ　コ 荻谷（緑の風） ・・・ 良く見ていたが相手が強かった。

今村さん ３位おめでとう！
　　　㋱ メ   ― 代田（浦和警察） ・・・ よく相手を見て面が入った。
　　 　ド ―延長 古屋（剣真会） ・・・ 良く相手をみている。延長で胴が入った。
　　　判定 ―延長 木原（浦和東警察） ・・・ 良く攻めていた。気持ちで勝っていた。

―　メ　メ 荻原（緑の風） ・・・ 相手が強すぎた。

６年生
飯田くん

メ  メ  ―　 山田（浦和東警察） ・・・ １本目の面を打った勢いで２本目も鋭い胴が決まった。
途中、惜しい引き小手があった。

―　　ド 南雲（埼玉田島） ・・・ 少し遠い間合いから飛び込んだところ、胴を斬られた。
打たれたところは攻めが単調だった。

渡邊くん
㋱  メ  ―　 山田（田島団地） ・・・ あっという間に１本を決め、その後攻めて１本取りました。

勢いがあって良かったです。
　　　　判定 ―延長 柴田（埼玉田島） ・・・ なかなか１本にならず、延長判定では２本旗をあげて

いただきました。
　　　　判定 ―延長 小暮（浦和東警察） ・・・ 決め手に欠いた。もっと攻めてほしいところ。

判定では３本もらえたのであと一歩だった。
　　　　　メ ―　　ド　ド 及川（古里） ・・・ 相手の速い胴をくらったが、すぐ１本取り返す。良い試合

だったが相手に取り返された。今日一気合いの入った
試合だったが残念。

住屋くん
　　　　　㋱　 ―延長 鎌田（古里） ・・・ なかなか決まらず延長で1本取れました。

―　コ 中村（緑の風） ・・・ 小手をきれいに決められ、１本取り返すことができなかっ
たです。諦めず頑張ってほしいです。

佐藤くん
㋱  メ  ―　▲ 弓削（古里） ・・・ なかなか１本が取れなかったですが、相手の反則から

自分のペースで試合ができました。
 　　　判定 ― 拓植野（天翔） ・・・ 初め手数は多く出ていた。慣れない高身長に決め手に

欠ける試合。ただ下がらない試合運びは良かった。
　　　　㋱  ―　 斉藤（一心館） ・・・ もっと強気で攻めても良かった。きれいな面が決まって

相手を焦らすことができた。
―　㋱　 安村（緑の風） ・・・ 手強い相手だが力量差は少ない。

次回はもっと手数を出して積極的に押して行こう。
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平成 29年度さいたま市浦和剣道大会出場選手の感想 
 

 

宮島さん だんたいせんもこじんせんもすぐに負けてしまったのでくやしかったです。相手が強くて自分

から先にせめることができませんでした。これからはもっとけいこをして、試合ではもっと声を

出して、自分のいい技が出せるようになりたいと思いました。こまけんの先ぱいたちがかつや

くしていたので、すごいなと思いました。 

俵（涼）くん 今回ははじめての正式しあいでした。1回せん目でまけてしまったけど、お母さんに良い気合

いが出てたよと言われたのがうれしかったです。次は 1回せん目では まけないようにがんば

りたいです。 

上岡(直)くん ぼくは一回戦で負けてしまったので悔しかったです。来年はベスト８に入りたいです。 

竹中くん 試合に出させていただいてありがとうございました。個人戦も団体戦も、勝つことができずとて

も残念です。もっと練習をかさねて次は良い試合をできるようにがんばりたいと思います。 

飯山くん 初めての試合で緊張したけど、一本取っての初勝利は嬉しかったです。 

次の団体戦ではもっとチームのために勝ちたいです。 



 

9 

 

飯田(哲)くん 今回、ぼくを試合に出させていただき、ありがとうございました。ぼくは、一度も一本とれませ

んでした。団体戦では、先ぱい達ががんばってくれて、3回戦までいくことが出来ました。個

人戦では、一回戦判定勝ち、2回戦目で負けてしまいました。 

ぼくは、間合いもとれていなかったし、一歩で打てていなく、面も打ち切っていなくて、残心も

出来ていませんでした。出来ていないことを、意しきして稽古していきたいと思います。 

今村さん 今日は先生に言われた通り、前のめりにならず胸を張ること、かかとを上げて、移動をスムー

ズにすることを気をつけながら、試合にのぞみました。あと、最後まで諦めず前に出ることを

心がけていたら、3位になれました。自分の目標以上の結果で 本当に嬉しいし、びっくりして

います。これからもしっかり稽古して、また目標を持ってがんばりたいと思います。 

俵(秀)くん 団体戦では、大将の武笠君が、チーム全員に声をかけてはげましてくれました。入賞はなら

なかったけど、ぼくは一勝二分けという結果を出すことができました。個人戦では今までぼく

に無かった心を出しきり、少し前のけい古でつかんだ自分の剣道を生かして、３位に入り初

めてのメダルをもらいました。あの喜びは一生忘れません。最後に保ご者の方がた、いそがし

い中お世話をしていただきありがとうございました。そして、先生、先ぱい方、今後もよりいっ

そう きびしいけい古をよろしくお願いします！ 

橋本くん 今日は試合に出場させていただき、ありがとうございました。 

1試合目は浦和東の塩士選手でした。お互いに譲らず、延長の上判定で勝つ事が出来まし

た。2試合目は緑ノ風の荻谷選手で、相手の技、早さに負けてしまいました。ベスト 16になれ

て、嬉しかったですが、荻谷選手との試合の悔しさを今後の試合に活かしたいと思いました。 

上岡(大)くん ぼくは今回あまり攻められず打たれてばかりでした。なので結果負けてしまい、ベスト８に行

けませんでした。なので次からは自分から攻めて先に一本とれるようにもっとしっかり稽古を

やりたいと思います。 

飯田(隼)くん この度は、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。大会をふり返って、

まず思うのは悔しさです。 

団体戦では、初戦で緑ノ風 Bチームに負けてしまいました。大将戦の直前、尾島先生に「頼

んだよ。」と言っていただき、絶対に勝つ！と思って試合にのぞみ、二本勝ちすることが出来

ました。チームが負けた原因は、自分があまりチームを盛り上げていくことが出来なくて、心が

ひとつになっていなかったからだと思います。大将として、チームのふんい気を良くするという

役目は果たせませんでした。もし、次に出させていただける機会があれば、このような点も気

にかけていきたいです。 

個人戦では、リラックスして、あまり緊張せずに試合が出来ました。一回戦目は面で二本勝ち

出来ました。二回戦目は南雲くんとあたり、負けてしまいました。相手には、出小手と返し胴し

かねらわれていなかったため、初めは消極的になってしまいましたが、中盤から面や小手を

打ち続けました。ですが、なかなか思い通りに攻められず、捨て身で面にいったところに返し

胴を取られました。反省点は、攻めが単調だったからだと思います。もっと慎重に攻め、相手

の構えをくずしたり、居つかせることが出来れば、一本取ることは出来たと思います。結果は

ベスト 16でした。団体戦も個人戦もとても悔しい結果になってしまいましたが、来週の稽古か

ら、また努力し続けたいと思います。応援してくださった方々、本当にありがとうございました。 

武笠くん ぼくは団体戦で初めて大将となり、いい経験をさせてもらえました。本荘先生に教わったよう

に、チームの状況をよく見るようにしました。そして、自分が責任を負いチームの全員を励ま

し、負けてもサポートするよう心がけました。 

この思いで試合に臨み、一試合目と二試合目を勝つことができました。三試合目はここで負

けたら後がないという時に、打ちの弱さで一本を決めることができず負けてしまいました。これ

からの稽古ではこの悔しさをバネにして、がんばっていきたいです。 

大会では選手としての参加だけでなく、大人の団体戦のＡとＢ両チームのマネージャーをさ

せてもらいました。試合場のすぐ近くで応援をして、たくさんのことを学びました。先生方が全

力を出し切って試合をしている姿は勢いがあり、とってもかっこよくて、ぼくたちの良いお手本

になりました。ご指導をしてくれた先生方、審判をしてくれた先生方、サポートや応援をしてく

れた保護者の皆様、ありがとうございました。 
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佐藤くん 今日はさいたま市浦和剣道大会の団体戦、個人戦に出させていただき、ありがとうございま

した。団体戦では、相手にグイグイ前にこられてしまい、自分の間合いが取れずに引き分け

てしまいました。個人戦では、一回戦目はニ本勝ち、ニ回戦目は判定勝ち、三回戦目は一

本勝ちで、四回戦目では自分の声が出ず、心の油断で一本負けをしてしまいました。これか

らは自分の間合いを取れるようにして、声を出し、心の油断を「勝つ」という心にしたいです。 

渡辺くん 今回の大会に出場させていただき、ありがとうございました。団体 A と個人戦に出場し、団体

Aでは一回戦目から緑の風 Bを相手に自分のペースで試合をすることができず、残り 1秒と

いうところで面を取られて負けてしまいました。先鋒引き分け、次鋒が敗戦という厳しい中で、

中堅としての役割を果たすことが出来なかったことが一番の反省点です。 

個人戦では、団体戦で緊張がほぐれていたので、初戦はいい試合ができました。しかし、2

回戦・3回戦目でなかなか 1本を決めきれず、判定になり、かろうじて勝つことが出来ました。

4回戦目はライバルの及川くん（古里）とあたり、自分の中では良い動きができたと思います

が、相手の動きに押されて 1本取り返したものの、引き胴２本で負けてしまいました。 

今回の試合の反省点は相手の気迫に負けてしまったことです。もっと積極的に仕掛け技をし

ていきたいと思います。応援して下さった保護者の方々、ありがとうございました。 

住屋くん 今回、試合に出させていただきありがとうございます。試合は、団体戦と個人戦に出ました。

団体戦では、自分の力を出せたので良かったです。個人戦では、1回戦目に勝って、2回戦

目でまけてしまいました。これからも、稽古を頑張るので宜しくお願いします。 

渡辺先生 今回、昨年と同じく Aチームの大将で参加させて頂きました。昨年はチームとしては二回戦ま

で進出できましたが、自分としては二試合とも引き分けでした。結果は別として試合前から「相

手がこうでてくれば、こう応じよう。」と言うことばかり考えていて、実際には全く体が動かず、無

心で闘うことができませんでした。また、勇気を持って打ち込んて行くこともできませんでした。

今年は子供たちのように、勇気を持って、思い切った気持ちで、無心になって闘うことに重きを

おいて立ち会いました。結果は一本も取らず、取られずの引き分けでした。手数は相手の方が

随分と多かったのですが、私は有効打突にはなりませんでしたが、焦るとこ無く冷静に「ここ

だ！今だ！」と言う機会に勇気を持って打ち込めたように感じでいます。試合は引き分けでし

たが、内容では優っていたと感じました。今後の課題は、今回他にも打突の機会があったので

すが、そこを攻めることができなかったので、もっと積極的に打突の機会を見逃さないで捨て

身で打ち込めるように稽古することだと思います。機会があれば、また試合に出たいです！ 

近藤(英)先生 同時期にビックイベントの仕事と重なり出場できませんでしたが、今年は人事異動で部署が変

わり 6年振りに出場しました。今回は、あいうえお順でオーダーを決めました。過去に山田先

生、稲森さんと組んで出場し三位入賞。１つでも上を狙い勝たなければいけない気持ちと浮つ

いた気持ち（1試合目から 4試合目まで付けるタスキの色を考えてた）は、残念な結果に繋がり

ました。相手は現役大学四年生の女性剣士と後から聞きましたが、どんな相手であろうと平常

心を持って対峙する心構えが足らなかったことを試合を通じて痛切に感じました。さらに、剣道

の美しさや間合いの攻防など剣道の良いところも看取り試合で学べたので貴重な１日をいた

だきありがとうございました。次は 11月の埼玉県剣道大会夫婦試合に妻と 7年連続で出場し、

入賞を目標に稽古精進していきたいと思います。 

宮島(大)さん 今回、１８年ぶりに対外試合に出場させていただきました。ありがとうございました。 

先鋒で試合に出場するのは人生初でした。結果は、チームとして１回戦負け、個人としても１

本先取しながら２本返されての逆転負けで先鋒の役割を果たせませんでした。率直な感想と

して、もっと試合をしたかったです。試合を振り返ると、１本目のメンは無心で出せた技で自

分でも驚きましたが、直後に１本返されてしまったこと、全体を通して攻めの効いた技が出せ

ていなかったことが反省点です。 

これからは試合や審査など目標を意識して稽古に励み、本番においても良い技が出せるよう

に精進していきたいと思います。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 


