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<１０月の予定>

◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・１部　15：00～17：00　(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

　５日 　７日

１２日 第２体育室 剣道場 １４日

１９日 第２体育室 剣道場 ２１日

２６日 第２体育室 剣道場 ２８日

■ ５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。

■ ７日(土) １部２部とも15：00～17：00　稽古場所は本太中修道館になります。

■ ９日(月・祝) 第３回少年強化練習会※対象者のみ（尾間木中学校）

■１４日(土) １部２部とも15：00～17：00　稽古場所は本太中修道館になります。

■２１日(土) １部２部休み。(上級者のみ17：00～本太中修道館にて稽古あり。)

■２８日(土) １部２部とも15：00～17：00　稽古場所は本太中修道館になります。

<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　　

■ ２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）

■ ５日（日） 埼玉県剣道大会（小学生の部　県立武道館）

※１１/４(土)としていましたが、正しくは１１/５(日)になります。

■１８日（土） 15：15～17：00 保護者会（駒場体育館　２F会議室）

15時より準備開始　お手伝いをお願いします。

※１１日から１８日に変更になりました。会議室の施設予約の都合で変更しました。

■２５日（土） 駒場体育館を使用できないため、稽古場所は本太中修道館の予定です。

<１２月の予定>

◎稽古時間： 木曜日・・・17：00～19：00　

土曜日・・・15：00～17：00　　

■　２日(土) 12：00～17：00 第５１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)

■１７日（日） 一級審査会（大宮武道館）

■２３日(土・祝) 13：00～17：00　 クリスマス会、稽古納め（場所は未定）

■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

15:00～17:00本太中修道館

15:00～17:00本太中修道館

　　　　休み　 (上級者のみ

17:00～本太中修道館 稽古あり)

15:00～17:00本太中修道館
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本荘先生からのお言葉 
 

             美しい青空の毎日という感じではありませんが、暑くもなく寒くもなく稽古するには良い季 

節になりました。ただ、何をするにも絶好の「～の秋」ですから、皆さん忙しいかもしれません。 

「一本やろう」と声を掛け合って、稽古に足を運ぶようにしていきましょう。 
 

 はじめは９月１７日（日）に行われた「さいたま市民体育大会剣道大会」についてです。この大会は、小３以

上で学年別、男女別、そしてある程度の人数でブロックを作りその中で１位、２位、３位（２名）が表彰されます

ので、比較的入賞しやすい大会とされています。プログラムを見ますと、全部で５３のブロックがありました。５３

人の優勝者、２１２人の入賞者が表彰されたわけです。駒剣小学生では４．５．６年生から１名ずつ３位になり

ましたが、力量からみれば優勝する者がいてもおかしくないし、もう少し多くの入賞者がいても、と思います。

駒剣士は多くの対外試合などを行っていませんので、試合慣れしておらず無理もないところもありますが、自

分が試合場のどこにいるのか判断して技を出すとか、後ろが狭い時に体を入れ替えるなどの対応ができてい

ないところが課題として見受けられました。出場した者それぞれに悔しい気持ちや反省点があるはずです。次

に活かすべく稽古に励みましょう。 
 

 中学生の新人戦が、９月３０日（土）、１０月１日（日）、２日（月）に大宮武道館で

行われました。団体戦では、５人全員が駒剣ＯＢで構成された本太中男子が５位

となり県大会出場を決めました。全国大会に出場した伝統ある本太中ですが、こ

このところ入賞していなかったので久しぶりの古豪復活でした。大原中女子も５位

で県大会出場です。二回戦、両陣一人も有効打がなく全員引き分け、代表戦に

なり１年生の加藤先輩が抜擢、見事得意の小手で勝利に導きました。個人戦では、女子で權田先輩が優勝し、

昨年度の新人戦、今年の学総に続き三連覇を達成するという偉業を成し遂げました。今までは上級生がいた

ためか県大会では遠慮がちでしたが、今回は県上位入賞を期待しています。男子個人では村松先輩がベスト

１６入りし見事県大会出場です。力強さが出ていました。大勢いる１年生も各学校でがんばり、出場の機会を多

くの者が射止めましたが上位には食い込めず、でした。毎年思いますが、１年生で個人戦県大会出場するの

は難しいですね。６４までは行けるけど３２の壁が厚い。ぜひ稽古を積んで学総では無念を晴らしてください。 
 

 毎年ご招待をいただいている鳩ケ谷秋季剣道大会の一次案内が届きました。１２月２日（土）午後になりま

す。この日は駒場での稽古は無しにして大会に出場します。７人制の団体戦を２チーム、前３人３・４年生、次

２人５・６年生、後２人中学校１・２年生という布陣となります。高学年が多い駒剣としては五将も高学年を出し

たいところですがいたしかたありません。中学生の先輩にも声を掛け一緒のチームで試合できる数少ない機

会です。稽古の様子を見ながら選手選考をしていきますので、全員が目標として稽古に励んでください。合

同稽古もあるようですので、みんなで剣道具をもって参加しましょう。 
 

 今まで鳩ケ谷の大会と重なることが多かったので出場をしていなかった「埼玉県剣道大会（一般の部）」（１１

月２３日開催）に今年は出場しようと思っています。１０年以上出ていなかったでしょうか、ちょっと新鮮な感じで

す。大人も何か目標をもち稽古に励むことが大事だと思います。審判も同様ですが、自ら出番を作りそれに向

けて精進し、そこで課題を見つけ反省し次に活かす、忙しい日常であってもそんな循環を持ちたいものです。 

 

 先日の稽古で小学生に、最初の打ち込みの最中に勝手に外へ出て給水や休憩をするこ

とを禁止すると話しました。一度、「お願いします」と道場に入ったなら休憩の時間以外よほ

どのことがない限り道場から出ない、これを意識してほしいと思います。打ち込みをみっちり

取り組むことが上達の近道です。真剣にやれば疲れます。元立ちの先生の注意を素直に

聞きながら次そこを意識して直していく、それを繰り返す、数をかける。「己に負けない」「安

きに流されない」今まで以上にしっかりやってください。 

今月は、本太中修道館をお借りしての稽古が多くなります。「来た時よりも美しく」こちら

にも心を配り稽古していきましょう。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507161116/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5peGEuanAvZGlhcnkvMjAwOS8yMDA5MDEvZGlhcnlfaW1nXzA5MDEwNi5qcGc-/RS=^ADBemvVYo_TbeZ_zbKAblaLvkmMlpE-;_ylt=A2RimV6cItRZHW8AWz2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507161338/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3Nwb3J0cy5nZW9jaXRpZXMuanAva2FzYWtlbl9rb3VrZW5jaGlhaS9jdXQtMTQ3LWNvbG9yLmdpZg--/RS=^ADBsAvem14i_Njwm3nxmPZNmGVvv4E-;_ylt=A2RimE55I9RZOEYAozaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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よっ！ みんな，元気か？ 

この前の秋の大会，みんな頑張ってたな。みんなの頑張っている姿をみて，ジャイアン

はとってもうれしかったぞ。 

試合は，勝てればそれにこしたことはないけど，勝てなくても，どういう内容の試合を

したのかが重要なんだ。そして，ジャイアンの目からは，みんな，自分の持てる力を全

て出していたように見えたぞ。 

ところで，試合で大切なのは，試合の後で，自分の試合をふり返ることだ。勝った試合

をふり返ることはいいけど，負けた試合をふり返ることはイヤだよな。でも，そこをち

ゃんとふり返ることが，次につながるぞ。どうして負けたのか，どこが悪かったのか，

気持ちはどうだったかなど，ふり返ると色々なことがわかるぞ。また，どういうところ

で技が決まるのか，どういうところで相手に打たれちゃうのか，というところも大切な

チェックポイントだな。お父さん，お母さんにビデオを撮ってもらった人もいると思う

ので，良く見て勉強してくれよな。きっと，強くなるヒントが一杯見つかると思うぞ。 

 

ところで，１１月からは，初心者と経験者が一緒に稽古することになるぞ。そのために，

初心者は１０月から面を着けての稽古になるな。初心者も経験者も含め全員に言えるこ

とだけど，一度面を着けたら，「面を取れ」と言われるまで，面が取れないようにしない

とダメだぞ。もちろん，体調が悪かったり，倒れちゃったりしたら，しょうがないけど

な。途中で面を取ってしまうと，その分だけ自分の練習が出来なくなって，上達が遅れ

てしまうぞ。それだけじゃなくて，その時組んでいる相手も練習が出来なくなるので，

迷惑をかけてしまうぞ。だから，「自分のため，相手のために」途中で面が取れないよう，

しっかりと面をつけような。もちろん，その他の防具も同じだぞ。 

次に，経験者にお願いだけど，初心者は，やっと面を着けたばかりだから，上手にでき

ないことも多いし，動き方も戸惑ってしまうことが多いはずだ。そういうときは，先輩

なのだから，やさしく声をかけてあげて，教えてあげよう。そして，技の練習などをす

るときは，ちゃんと相手の力をみきわめて，無理のないようにしてくれよな。かっこつ

けて思いっきり打って，体当たりで吹っ飛ばすみたいなことは，やめてくれよな。 

 

最後に，これから，気温が下がり，剣道に良い季節になっていくぞ。しばらく大きな試

合もないし，寒稽古につながっていくので，初心者はもちろん，経験者も初心に返って，

基本をしっかりと再確認する稽古をして欲しいな。気合い，構え，竹刀の振り方，打っ

た後の抜けなど，意識して取り組むと，上達すると思うぞ。そして，それらの基本につ

いて，経験者は初心者にアドバイスしてあげることも上達につながるぞ。みんなで，気

持ちを合わせて稽古をすることが，全員のレベルアップになるので，そこんところ，よ

ろしくだぞ！ 

 

じゃ，またな！ 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太郎の百錬自得 
第 43 回  

最近、天才漫画家の i 井さんを始め、女性陣が錬成部に入会いただき、初心者組と混ざって 

稽古をされたりしています。何かを始める（再開する）決意、そして実行に至るまでの行動力に 

敬意を表します。ぜひ、楽しく！（一番大事です）、怪我のないよう無理せずに、稽古を続けて 

いただければと思います。健康には絶対良いと思いますので、末永くお願いします。 

そして、男性のみなさま！大歓迎ですので、入会をぜひご検討ください。子どもと一緒に剣道やって得られること

はきっとたくさんあると思います。 
 

さて、会社でも新たに剣道を始めた方が複数います。最初は本人たちもどう動いていいかわからず、四苦八苦し

ている感じでしたが、先生から「大きく振るのが素晴らしい」とか「構えが素人には見えない」とか、称賛、いや絶

賛されながら、半年、１年と経過していくうちに、自然と手と足が合ってきていて、びっくりします。１級、そして初段

とすぐ受審できるのもモチベーション維持に貢献し、先日ふたりが初段取得されました。今や試合で勝ちたい！と

さらに意欲的になってくれております。ここまで続けばあとはしめたものです。多少良い防具がほしくなってきた

り、竹刀にこだわりが出てきたり、技量以外にも楽しめるところがたくさんあります。道は奥深いのです。 
 

剣道は剣道の体の使い方があって、実は習得するまでに結構時間がかかります。焦らないことが大事だと思い

ます。私は特に大人開始組が正しい基本を習得したり、再開組の方が正しい基本を思い出すには、（もちろん子

どもも同じなのですが）ゆっくり大きく動作することだと思います。ゆっくり大きくなら、正しい動きを再現しやすい

からです。逆に無理やり早く打とうとすると、技が小さくなり、動きに悪癖がつきやすいです。全日本レベルの選

手とまで言わずとも、きれいな動きだな、と思う方は正しい動きをしています。ゆっくり大きくの体の使い方が効率

的にそぎ落とされてこそ、早くてもきれいな動きになるものです。きれいな動きは、正しい動き、そして、理にかな

った動き、ということです。理にかなった打ちを求めて、剣道愛好家は稽古しているといっても過言ではありませ

ん。共に求めていければと思います。 
 

体のコアは骨盤、丹田から下半身にかけてです。上半身は虚、下半身は実といいます。理想は、上虚下実です。

腕の筋肉でも上ではなく、下側の筋肉を使うと、理にかなっている姿勢ができると思います。そういう姿勢で普段

から過ごすことができれば、凝りも減ります。（なかなかできませんが。）中年になると体が少しずつゆがんでいく

ものですが、そういったゆがみを剣道の稽古をすることで、気がつき、改善したりできると思います。 
 

また、剣道は、打突に一旦入ると無酸素運動で、間合いを切って呼吸を整えて、また無酸素運動に入るので、発

汗も結構あります。稽古後のビール（お茶でも）が最高だ、あのビールを飲むために稽古をしている、という大人

も結構な割合でいます。ほどほどに息をあげると、すっきりします。なにより健康的だと思います。 
 

長く続けることが大事だと思います。ぜひ末長くみなさんと稽古できればと思います。 
 

さて、最後は市民大会の感想です。辛口になります。 

中学生の活躍が印象的だったせいもあるかもしれませんが、正直、小学生たち、もっと頑張れたなあ、という印

象です。全体的に自信がない感じがします。もしかしたら、それは稽古量が足りないせいなのかもしれません。週

２回の稽古、１００％稽古できていますか？ 

さらに稽古したければ、稽古場は他にもあります。剣道の稽古はせいぜい１〜２時間弱、工面できない時間では

ないと思います。求めれば、与えられる、のは真理です。 

厳しいようですが、たとえば「相手があの子だから、仕方ない。」とか負ける言い訳をはじめたら、勝てないです。

ただ、そういう思いもとてもよく分かります。でも言うならせめてお家のなかだけ。外では絶対に言わないことをお

ススメします。 

自分の経験として、思うことは、気持ちで負けた状態で試合して勝てるわけがない、ということです。仮に、本当に

技量が上の相手ならば、せめて自分の全力の気持ちをぶつけて試合しないと絶対に勝機は見出せません。上

手の相手からすれば、必死でかかってくる相手ほど嫌なものはないのです。 

克己、まず自分に勝つことです。弱気になる自分、逃げたくなる自分、そんな自分に勝つ、そのことを意識しなが

ら、日々稽古してほしいです。 
 

剣道だけのことだと思わないでください。 

そういうスタンスが人生を拓くと思うのです。未来ある駒剣士たちの飛躍を願っています。 
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　　　　　　今大会、駒剣小学生からは１８名が出場しました。
　　　　　　６年渡邊くん、5年俵くん、４年竹中くんが３位に入賞しました。
　　　　　　中学生は、峯先輩、岡部先輩、村松先輩が優勝。
　　　　　　２位に細野先輩、加藤先輩、３位に菊地先輩、長谷部先輩が入賞しました。

　　　　　３年生

宮島さん 伊藤（岩槻） よく攻めていました。
おしい面何本かあり、最後も勝ったと思ったのですが。

上岡くん 前田（埼玉田島） 良く動けて、良く声が出ていた。

俵くん 山本（鷲山） 開始早々、よく見て素早い面がビシッと決まりました。
公式戦で初めての一勝！

西(田島） 強い相手におされてしまい、うまく技が出せなかった。
次がんばれ！

　　　　　４年生

飯山くん 渋谷（大宮中央） 立ち合いから声がよく出ていた。延長でも攻めて面が決まった。
　　　　（延長）

岡村（天翔） 気合いはあったが、攻めが単調で後半動きを読まれた。

飯田くん 今村（浦和東警察） 相手の勢いに飲まれ、足が出ていかなかった。
相手がタスキ無しで「やめ」がかかった時、戸惑って声も出ず
消極的になって残念。もっと稽古を！！

竹中くん 宮本（埼玉田島） 初戦、緊張しつつも積極的に前に出られた。
星山（大宮中央） 前に前にと出られていた。

　　　３位 氷見（やどかり） 前回負けた相手。今回はよくくいついていた。
　おめでとう 　　　　（延長） 惜しい面もあり。

　　　　　５年生

今村さん 　　　　　 ―　　　ド 管生（槻の森） 気合いは十分！胴を積極的によく攻めていた。

俵くん 新井（沼影） 技は、よく出ていたが中々決まらず隙を見て小手が決まった。
東田（五常会） 一試合目より声が出て気合いも感じられた。技もよく出ていた。

　　３位 荒井（田島） 段々と動きも良くなり足も声も出ていた。
　おめでとう 面が中々入らず苦戦していたが隙を見て胴を決めた。

　　　　　― 　　　　コ 布施（天翔） とても強い相手によく動いて頑張っていた。お互い技を出すも
　　　　　（延長）　　 中々決まらず延長で小手を取られてしまった。

花家くん 深井(日二） いつもの素早い動きで果敢に攻めていたが延長の上、判定で
一歩及ばず。次頑張れ！

橋本くん 新城（槻の森） 似ている相手であったので攻めにくそうだった。
良く動けていたが惜しかった。

上岡くん 萩谷（緑ノ風） 気合いでは負けていなかった。おしい胴が2本あった。

（延長）

　　　　　（延長）

　コ　　　 ―　
　メ　ド　 ―　　　
　ド　　　 ―　

　　　　　 ―　　　　　ド

　▲　　―　　　判定　　　   

　▲　　　　　―　 ㋱　メ　　

第15回　さいたま市民剣道大会

　　　　（延長）
　 　　 ―　　　　    メ

平成29年9月17日（日）　　
＠さいたま市記念総合体育館　　

　　　　 ―　　　　　　メ

　 メ　　　―

　 　　　　―　　 メ　メ

　　㋱　　 ―　

　　　　　 ―　　　　メ

　㋱　メ　　―　　　　　　
　メ　　メ　 ―　　

　　　　　 ―　　メ　メ

　　　　　 ―　　　　コ
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出場選手の感想 
3年 上岡（直）くん 

   一回戦目で負けてくやしかったです。 

小手ばかりではなく面も打てるように稽古をがんばります。 

 

3年 俵（涼）くん 

  公式試合初の一勝ができてうれしかったし、それが、ぼくのとく意な面だったからますますうれしくなって、

お母さんにもお兄ちゃんにも伝えました。そしてお母さんもお兄ちゃんにも良かったね、このまま２試合

目もがんばれ！と言われて、２試合目も勝ってやると思ったのですが、負けてしまいました。でもこの一勝

が次の試合の一勝につなげられるようにがんばりたいです！ 

 

3年 宮島さん 

自分のしあいの中で一番よかったところは、しんぱんがはたを上げなかったけど合いメンがしっ

かりうてたことです。相手のメンのほうにはたは上がったけれど、心の中では自分のほうが先だ

と思ったからです。これからは、一本になるようにいっしょうけんめいけいこして、次のしあい

では決まるようにがんばりたいです。 

 

4年 飯田（哲）くん 
今回は、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。ぼくは、一回戦で負けてしまいま

した。全然、前に出られず、足を使えてなかったので、このことを意しきしてけい古したいです。『やめ』が

かかった時に(相手の件で)、何がおきたか分からなくて、その後、全然声が出せなかったので、そういう

ところも気をつけていきたいです。 

 

 

林くん 湯澤（美園） 出だしから、力の差がついていた感じ。圧勝。
田崎（三室） 粘り強く戦っていたが、気合いで負けてしまった。

　　　　　（延長） もっと声を出して。

寺島くん 道垣内（天翔） 延長戦まで持ち込んだが惜しくも面を取られてしまった。

　　　　　６年生　　　

武笠くん ▲▲　▲コ―反　判定　　　　武藤（内野本郷） 無駄打ちが多い。自分の状況をよく考えること。

住屋くん 島田（希絆館） よく攻めていたが気合いが足りず、一本にならなかった。

渡邊くん 中落（希絆館） 開始早々の胴！その後も攻めていました。
松田（美園） 落ち着いて確実に決めていました。

　　３位 丸山（埼玉一心館） 気合いも声も出てキレイな胴でした。
　おめでとう 塩野（大宮輝誠） いい勝負！！惜しい．．．。

佐藤くん 荻野（領家） 得意の面で落ち着いて２本決めた。
　　　　　―　　　　▲メ　コ 小島（みはし） 面が入ったが相手の小手が早かった。

飯田くん 野中（埼玉田島） 落ち着いて試合をしていた。相手をよく見ていた。
岩田（三室） 積極的に行ったが決め手に欠けた。何とか延長で面が決まる。
築山（みはし） 積極的に攻めていたが、小手を決められてしまった。

　　㋱　メ　　―　　▲

　メ　メ　　　―　 　　
　　　　　　　 ―　判定

　　　　　　―　　　　メ
（延長）

　（延長）

　ド　メ　　 ―　

　　　　　　 ―　　　　メ

　　　　　 ―　　メ　メ

　ド　メ　　―　 　　

　　　　　 ―　　　　　コ

　　ド　　　―

　メ　コ　　―　　　　メ
　メ　　　―　　

（延長）
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4年 飯山くん 

「自分から攻めていく」ことを心がけました。一試合目は、緊張していたけど、面を取って勝つことができま

した。でも場外の反則をしてしまったので、次回からは気をつけたいです。二試合目は負けてしまったの

で、とても悔しかったです。 

 

4年 竹中くん 

  前の試合で開始 5秒で負けた相手に、今回は延長戦まで戦うことができました。負けてしまいましたが、

日々の稽古の成果を発揮することができたようで嬉しかったです。もっと頑張りますので、先生方、先輩

方、これからもよろしくお願いします！ 

 

5年 寺島くん 

   久しぶりの試合でしたが、あまり緊張はしませんでした。初戦敗退してしまったけれど、自分は前より強く

なれたと思ったので、これからも稽古を続けてもっと強くなりたいと思いました。 

 

5年 花家くん  

   まず声を出すことを頑張った。鍔迫り合いが多くて、あまり技を出すことができなかった。試合中に腕を痛

めてしまい、思うように動かせず残念だった。 

 

5年 上岡（大）くん 

   くやしかったです。もっと足を上手く使えるようにこれからはそこを中心に稽古していこうと思います。 

 

5年 橋本くん 

第一試合で、新城君と当たり終了間際に胴をとられ負けてしまいました。もっと声を出して攻めていれば 

一本とれたかもしれないと思いました。 

 

5年 俵（秀）くん 

  今回の大会では、3位という成績をおさめることができました。しかし、準決勝では、一度勝ったことのあ

る相手に負けてしまったので、この悔しさを今後のけい古に生かしてより一層努力していきたいです。最

近足の調子が悪かったのですが、それでも 3位入賞できたのは、日頃の先生方やみんなとのけい古の

おかげだと思っています。今後もきびしいけい古をお願いします。 

最後に保ご者の方々、応えん、お手伝い等ありがとうございました。 

 

5年 今村さん 

  試合に出させていただきありがとうございました。 

今回、初戦の延長戦で胴をとられてしまいました。必ず勝ちたいと思って、前に前に出て自分からせめ

たのに、とても悔しいです。足さばきをもっと練習してすばやく動けるようになりたいです。あとアゴが上が

ってしまうクセがあるので直そうと思います。 

 

5年 林くん 

  １回戦は、ちゃんと攻めることができました。久しぶりに試合で勝つことが出来て嬉しかったです。2回戦

は、相手が間合いをとらないで攻めてきたので、それに押されてしまい、攻めることが出来なかった。延

長の末、判定負けは気迫と声が足りないからだと思います。悔しかった。 

 

6年 武笠くん 

   今回の試合では、先に小手を取りましたが、場外反則を三回もしてしまいました。それは自分が押し出さ

れて足腰の力が弱いのと、大事なところで引いてしまったことなどが原因だと思います。 

これからの稽古ではこれらのことを意識していきたいです。 

ご指導していただいた先生方、朝早くから準備してくれた保護者の皆様ありがとうございました。 

 

3 位おめでとう！ 

3 位おめでとう！ 
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6年 住屋くん 

   今回の試合で、1回戦で敗退してしまい、思うような剣道が出来ませんでした。これからの稽古で、もっと

自分の出来ない所を、直していきたいです。 

 

6年 飯田（隼）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。今回も、あまり良い結果ではあり 

ませんでした。１回戦目は、初太刀に面を取られてしまいました。初太刀に打たれたということは、気が 

抜けているのと同じだと思うので、今度の稽古から気をつけていきたいです。 

結局、僕は 3回戦目で負けてしまったのですが、自分としては惜しい点もありました。途中、旗が１本上 

がった面があったのですが、決めきれませんでした。最後は、手元が上がったところに小手を決められ 

てしまいました。 

しかし、負けてしまったけれど、いつも通りの自分の剣道が出来、真っすぐ面や小手に飛び込めた点に 

悔いはありません。これからは、気を抜かないことや、すぐに手元を上げるクセを無くしていきたいです。 

先生方、保護者の方々、ありがとうございました。これからも稽古を頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

6年 佐藤くん 

  さいたま市民体育大会剣道大会に出させていただき、ありがとうございました。 

ぼくは二回戦目でみはし剣友会の小島君に負けてしまいました。  

反省点は、自分から打ちにいかなかった所です。次の試合では、面の打つ早さを上げてのぞみたいです。 

古里の及川君の試合運びは勉強になったので、自分でもやってみたいと思いました。 

 

6年 渡邊くん 

   今回の大会に出させていただきありがとうございます。一回戦目は知らない相手で少し緊張していました 

が、試合開始後すぐ一本とれて緊張がほぐれたので二回戦、三回戦目は順調に２本勝ちすることができ 

ました。四回戦目で輝誠の塩野くんとあたり、延長までいったけれど小手すり上げ面をとられて負けてし 

まいました。今回の試合の反省点は相手のペースにもっていかれてしまい、技を出させられたところを取 

られたので、自分のタイミングで一本になる打ちができるように日々の稽古を頑張りたいです。来年は中 

学生だけど、３位という結果に満足せず、優勝を目指して頑張ります。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。 

 

 

3 位おめでとう！ 

 

 


