
 

 

 

年頭所感   「 残 心 」 

西尾市剣道連盟会長 田中浩二 

 

新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 昨年は、コロナ感染に細心の注意を払いながらも、ようやく大会

が開催されるようになりました。その結果、平坂中学校が県中学校

総体で女子団体５年連続優勝の快挙を達成し、全国大会でもその実

力を遺憾なく発揮しました。また、西尾高校が県高校新人大会で女

子団体準優勝し、３月に開催される全国選抜大会出場（22年ぶり５

回目）を決めるという素晴らしい活躍がありました。 

本連盟としても、２月 12 日にコロナ禍で中止していた市政記念「第 65 回中部日本剣道

大会」を３年ぶりに開催する予定です。全国から約 100 チームおよそ 500 名の選手が西尾

市に集結します。この大会の特徴は、選手年齢 18歳以上（高校生は不可）、１チーム選手

５名の合計段位が十七段以上と決められていることで、全国でも珍しい大会になっていま

す。関係各位の皆様、会員の皆様のより一層のご支援、ご協力をいただきながら、大会を

開催したいと考えています。 

さて、昨年末はサッカーワールドカップでの日本代表の活躍に目を見張りましたが、日

本サッカーの歴史のなかで、最も大きな影響を与えた人に、故デットマール・クラマー氏

がいます。１９６４年の東京オリンピックに向けて日本代表コーチを務め、チーム強化、

指導者養成等の礎を築き、日本サッカーの父と称された人です。彼は、日本の文化や伝統

を日本人以上に研究し、練習中、選手たちに、「ゴール前で誰かがシュートを打っても気

を緩めず、こぼれ球が来ると予測して動きなさい」と教えるのに、「日本語のザンシン」

と説明したそうです。 

「ザンシン」とは「残心」です。剣道では、打突直後の心身の備えを、他の武道や茶の

湯では、一つの動作が終わっても緊張を解かない心構えを言います。 

このことを知ると、今大会での日本チームの数々のエピソード、誰もが「コート外に出

た」と思った直後の折り返しをゴールに押し込み、決勝点を決めたプレーにも、日本チー

ムが使ったロッカールームが綺麗に清掃され、「ありがとう」のメッセージと折り鶴が置

かれていたことにも、敗戦後、スタンドに向かって深々とお辞儀（礼）をした森保監督の

姿にも、そのすべてに「残心」の教えが生きていることがわかります。だからこそ、この

心の在り方や行為を世界中が称賛した理由を、今一度問い直したいのです。 

本連盟では、剣道の試合や稽古を通じて、世界の人々を感動させた日本人の心の伝統や

文化を大切に継承していきたいと考えています。 

本年の皆様のご健勝とご活躍を祈念し、ご挨拶といたします。 
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昇段 おめでとうございます 

◎剣道六段審査会   時：令和 4年 11月 13日  会場：枇杷島 S.C. 

   六段合格  古島 尚典 様   颯田 十治 様 

 

大会結果報告 

〇第 138 回市内剣道個人選手権大会（平坂中校区） 

   時 ：令和 4年 12月 10日（土）  会場：平坂中学校 体育館 

    小学 4年以下   小学 5・6年   小学 5・6年    中学男子      中学女子 

    （男女混合）   （男子）      （女子）   （学年混合）    （学年混合） 

第 1 位 伊澤曜希（矢 4） 後藤凱成（矢 6） 丸林悠華（矢 6） 長田健汰（平中 1） 清水楓月（平 2） 

第 2 位 西村栞里（矢 4） 後藤皇成（矢 6） 福間 心（矢 5） 細田天翔（平中 2） 橋口怜奈（平 2） 

第 3 位 福間茉子（矢 3） 髙野大斗（矢 6） 榊原姫菜（平 5） 伊澤速人（平中 1） 榊原夢葉（平 2） 

 〃  丸林礼佳（矢 4） 川西智也（矢 6） 稲垣 輝（玄 5）           榊原彩葉（平 2） 

   

 

 

 

 

 

 

〇第 43回鶴中校区小・中学生剣道個人選手権大会 

 時 ：令和 4年 12月 10日（日） 

 会場：鶴城中学校体育館 

   基本の部     小学 4年以下男子 

優 勝 杉本正悠（西野） 池邊龍都（西野） 

準優勝 斉藤光政（西野） 杉浦向陽（鶴剣） 

第 3 位 池邊 光（西野） 馬場陽大（米剣） 

 〃  櫻井湊巳（鶴剣） 野田航世（鶴剣） 

   小学 5年男子     小学 6年男子 

優 勝 川澄統也（西野） 谷 駿翔（愛心） 

準優勝 杉本正親（西野） 内藤吉識（青少） 

第 3 位 代田健基（愛剣） 岡崎友佑（愛剣） 

 〃  坂部晋作（西野） 

  小学 4年以下女子     小学 5・6年女子   中学男子     中学女子 

優 勝 深水望乙莉（愛心） 山田万葉（西野）  鈴木宙之進（鶴中） 伊藤香乃（鶴中） 

準優勝 梅村英里（米剣）  田代紗也（鶴剣）  内藤裕睦（鶴中）  川澄華菜（鶴中） 

第 3 位 深水結依望（愛心） 大久保玲那（愛剣） 稲葉舜太（鶴中）  溝口心彩（鶴中） 

 〃                      梅村吉嵩（鶴中） 

 



〇松井康先生追悼 第 2回西尾市少年剣道錬成大会 

    時 ：令和 4年 12月 25日（日）   会場：西尾氏中央体育館 

   主催：西尾市剣道連盟         共催：たくましい花ノ木っ子を育てる会 

 令和 2 年 2 月 1 日に第 1 回錬成会を開催した標記の大会が、コロナ禍をへて地域剣道団

体の協力のもと 3年ぶりに開催されました。午前中は、1組 4チーム、4リーグで試合を展

開しました。さらにその結果をもとに第 2 回リーグ戦による、試合錬成を行いました。午

後からは、参加者全員で、松井康先生の追悼式典を行った後、16チームによるトーナメン

ト試合で錬成大会を行いました。 

（参加団体）西野町研修会、玄武道場、愛知愛心館、吉良剣友会、電友会、鶴剣会、寺津剣

友会、愛剣会、たくましい花ノ木っ子を育てる会、光友会、

西尾東剣会、平坂剣友会、西尾青少年剣道クラブ、愛知矢田

道場、西尾尚武館、（西尾市剣道連盟 A,B・個人参加者） 

  優秀賞     優良賞     敢闘賞      敢闘賞 

  愛知矢田道場  愛知愛心館   西野町剣修会   西尾東剣会 

監督 福間淳矢   毛利隆史    稲葉健太郎    半田憲生 

先鋒 後藤皇成   栗田龍之介   川澄統也     浅井 仁 

次鋒 川西智也   山崎 陽    坂部晋作     山本紗那 

中堅 西村 響   大石 仁    槙本陽向     牧 哉汰 

 石川祐太    杉本正親     梅村透子 

大将 後藤凱成   谷 駿翔    山田万葉     鈴木慎司 

補員                小林龍平     吉川斗偉 

〃                          織田慶蓮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞・愛知矢田道場 優良賞・愛知愛心館 

敢闘賞・西野町剣修会 敢闘賞・西尾東剣会 

副将 丸林悠華



１月度 行事予定 

◎愛知県剣道連盟関係 

  1/ 8(日)  県剣連稽古始め（剣・居・杖） 10:00 中村 S.C 

  1/16(月)  県剣連剣道合同稽古会 19:00  枇杷島 S.C 

1/29(日） 剣道称号選考会 9:30  昭和 S.C 

       ※詳細は、愛知剣連 HP でご確認ください。 

 

◎西三河剣道連盟関係 

  1/ 7(金) 西三河稽古始 13:30居合道 15:00剣道 安城スポーツセンター 

 1/ 9(月・祝)西三河少年剣道大会 小 8:30 中 12:00 スカイホール豊田 

1/12(木) 西三河剣道高齢者稽古会 10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

1/13(金）西三河剣道女子部稽古会 10:00 スギ薬局知立福祉ｱﾘｰﾅ 

1/21(土) 西三河高校剣道大会 9:00 西尾市中央体育館 

1/26(木) 西三河剣道高齢者稽古会  10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

 

◎西尾市剣道連盟関係 

   1/ 1(日・祝) 第 58回西野町剣修会元旦初稽古会 中止 

  1/11(水)中部日本大会係主任会 19:00 西尾市総合体育館第 1会議室 

  1/22(日) 地域団体代表者会 17:30 西尾市総合体育館第 3会議室 

 

 ○一般教室（月例稽古会） 

  19：00～20:30  1/ 7（土）  1/14（土） 

 ○レベルアップ剣道教室 

  15:00～17:00   1/14（土） 

    17:00～19:00   1/ 7（土） 

    18:30～20:45     1/21（土） 

 19:00～20:45   1/ 5（木）   1/12（木）  1/19（木） 1/26(木) 

 ○幼少年剣道入門教室 

  17:00～18:30   1/14（土）  1/21（土） 

 

◎年会費未納の会員様 

 西尾剣連年会費は、各種事業の運営費や西尾剣連だよりの郵送費等に活用させていただ

いております。下半期は、剣連主催の少年剣道錬成大会を実施し、中部日本剣道大会が計

画されていますが、剣連の財政は非常に厳しい状況にあります。そこで、まだ年会費をお

納めいただいていない会員の皆様には、下記金融機関の剣連口座に年会費 5,000 円をお振

込みくださいますよう、お願い申し上げます。 

※会費振込先   西三河農業協同組合  平坂支店  普通  ０００２３０９ 
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◎西尾市剣道連盟だよりは、西尾市剣道連盟公式ホームページでも公開しています。 


