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「剣道・西尾の復活を願い」
米津剣心会 会長

中根文彦

私が米津剣心会に入ったきっかけは、息子が小学校 4 年生の時に剣
道部に入部して、米津剣心会の練習会に送って行った時のことです。
練習を見学し、また剣道をしたいな、息子と剣道をしてみたいなとの
思いから米津剣心会に入りました。そこで、23 年ぶりの剣道リスター
トとなりました。その時の剣道部顧問は岩下陽子先生、鶴中時代の剣道部の恩師、加藤寛
治教頭先生がおられたこともあり、米津剣心会の活動を盛り上げていくことができまし
た。あれから 21 年間剣道指導を続けてきました。米津剣心会では、
「自主性を尊重し、楽
しく、続けられる」剣道をしてきました。
さて、現在私が懸念していることは、文部科学省
の働き方改革により、小学校部活動の縮減が進み、
活動のシーズン制が取り入れられようとしているこ
とです。
、練習・活動期間の短縮や部活動種目の削
減などが考えられており、剣道部が無くなってしま
うことです。剣道に限らず運動部が縮減された時
に、運動を継続できる環境を残すため、官民が協力
して地域部活動組織を構築していくことが必要だと思います。この活動を通して新たに剣
道指導者を発掘し、各地域での指導者を継続的に確保するとともに、地域の伝統を継承し
て剣道人口の裾野の維持と拡大に努め、剣道・西尾の復活を願います。

大会結果報告
◎第 51 回愛知県道場少年剣道大会
第 56 回全国道場少年剣道大会予選会
時：令和 4 年 4 月 30 日（日）
会場：パークアリーナ小牧
○小学生の部（3 人制団体戦）73 団体出場
全国大会出場権 20 団体
第 3 位：愛知矢田道場
監督：福間淳矢

先鋒：後藤皇成

中堅：西村

大将：後藤凱成

響

２回戦：愛知矢田道場 ３対０ 白壁少年剣道クラブＢ

３回戦：愛知矢田道場 １（４）対１（３）本数勝ち 東丘少年剣友会Ａ
４回戦：愛知矢田道場 ２対０ 健礼会近藤道場
５回戦：愛知矢田道場 ２対０南警察署少年剣道教室Ａ
準決勝：愛知矢田道場 １（１）対１（２）本数負け 江南武道館Ａ

ベスト８：愛心館 A
監督：毛利隆史

先鋒：石川祐太

中堅：谷

大将：神谷悠羽

駿翔

○中学生の部（３人制団体戦）

８６団体出場

全国大会出場権１７団体
第 3 位：愛心館 A
監督：毛利隆史

先鋒：秋元一朗

中堅：鈴木正大

大将：寺島莞太 １回戦：愛心館 １対０ 武徳館剣道教室Ｂ
２回戦：愛心館 ３対０ 玄武道場Ｂ
３回戦：愛心館 ３対０ 光雲剣友会Ｂ
４回戦：愛心館 ２対１ 師勝武道館Ａ
５回戦：愛心館 ２対１ 玄武道場Ａ
準決勝：愛心館 １（１）対１（２）本数負け洗心道場Ａ

ベスト８：玄武道場 A
監督：都築健吾

先鋒：小野山來翔

中堅：倉地悠斗

大将：柵木香乃

◎令和４年度若鯱錬成会

時：令和４年４月３０日

会場：パークアリーナ小牧
第３位

愛知矢田道場（五人制団体戦）

先鋒：伊澤曜希

次鋒

中堅

副将：中村結都

川西智也

西村栞里

大将：丹下高志

◎第 101 回東剣会剣道個人選手権大会

時：令和４年５月７日
会場：三和小学校体育館
○基本の部
優勝：織田慶蘭（三和小４年）
準優勝：浅井

礼（三和小２年）

○小５年以下の部
優勝：比楽瑛太（室場小５年）
準優勝：牧
○小６年以下の部

優勝：鈴木慎司（三和小６年）

洸哉（三和小３年）

準優勝：織田慶蓮（三和小６年）

○中学１年男子の部

3 位：岡田美穂（室場小６年）

第 3 位：浅井

仁（三和小６年）

優勝：鈴木正大（西尾中１年）

準優勝：石川思真（西尾中１年）

第 3 位：三輪惇葵（東部中１年）第 3 位：石原成一郎（東部中１年）
○中学２年男子の部

優勝：谷

元翔（東部中２年） 準優勝：中嶋悠之助（西尾中２年）

○中学３年男子の部

優勝：岡田弦大（東部中３年） 準優勝：木村侑介（東部中３年）
第 3 位：黒柳天良（東部中３年）第 3 位：秋元一郎（西尾中３年）

中学女子の部

優勝：秋元七海（西尾中１年） 準優勝：中村百々羽（西尾中１年）

◎第 76 回愛知県高等学校総合体育大会剣道競技西三河予選会
時：令和４年５月１日（日）個人、５月７日（土）
会場：西尾市中央体育館
○男子個人の部

第 3 位：外山喜祐（西尾高）

○男子団体の部

第 4 位：西尾東高
第 5 位：西尾高

○女子団体の部

準優勝：西尾東高
第 4 位：西尾高
第 7 位：鶴城丘高

※以上が、5 月 21 日、28 日の愛知県大会に出場します。

◎第 137 回市内剣道個人選手権大会(R4.5.28)の結果は、7 月号で報告します。

行事予定
◎愛知県剣道連盟関係
6/ 4(土)

東海地区剣道合同稽古会 15:00

露橋 S.C

6/ 5(日)

第 64 回全国教職員剣道大会愛知県予選
愛知県教職員地区対抗剣道大会

9:00 パロマ瑞穂ｱﾘｰﾅ

パロマ瑞穂ｱﾘｰﾅ

6/ 6(月)

愛知剣連剣道合同稽古会

19:00

露橋 S.C

6/12(日)

第 17 回全日本都道府県対抗少年剣道大会予選会
第 65 回東海学生剣道新人選手権大会

愛知県武道館

東 S.C

第 45 回東海女子学生剣道新人選手権大会
6/18(土)

第 69 回東海高等学校総合体育大会

6/20(月)

愛知県剣道合同稽古会

19:00

6/25(土)

国体少年の部選考会

愛知県武道館

6/26(日)

第 61 回全日本女子剣道選手権大会県予選会

東 S.C

北 S.C

露橋 S.C

※詳細は、愛知剣連 HP でご確認ください。

9:00

中 S.C

◎西三河剣道連盟関係
6/ 4(土)

第 11 回碧海マスターズ剣道大会

6/ 5(日)

第 44 回かきつばた杯女子剣道大会
西三河剣道指導者講習会
西三河居合道講習会
西三河月例稽古会

12:30

9:00

西三河剣道高齢者稽古会

6/12(日)

第 69 回西三河剣道大会

碧南市臨海体育館

中止
刈谷市体育館剣道場

西尾市総合体育館武道場

19:00

6/ 9(木)

13:30

東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場
10:30

東祥ｱﾘｰﾅ安城剣道場

8:45～中学、13:00～高校、一般
岡崎市総合運動公園武道場

6/21(火)

西三河持ち回り稽古会

19:30

三好公園総合体育館剣道場

6/23(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
6/26(日)

第 64 小学校剣道大会

中止

○一般教室（月例稽古会）
19:00～20:30

6/4（土）

6/11（土）

6/18（土）

6/25（土）

○レベルアップ剣道教室
15:00～17:00

6/11（土）

6/25（土）

17:00～19:00

6/ 4 (土)

6/18（土）

19:00～20:45

6/ 2（木）

6/ 9（木）

6/16（木）

6/23（木）

6/30（木）

○幼少年剣道入門教室
17:00～18:30

6/11(土)開講式

6/25（土）

◎大会等参加申込み期日
○第 61 回全日本女子剣道選手権大会愛知県予選

6/26（日）名古屋市中 S.C

・6/10(金)愛知剣連盟事務局へ（要参加費現金書留 1,000 円）
○剣道公認審判員審査会

7/3（日）パロマ瑞穂アリーナ第 2 競技場

・6/18（土）愛知剣連盟事務局へ
○夏季剣道四・五段審査会

7/24（日）名古屋市中 S.C

・6/24（金）木村武道具店へ
○第 1 期愛知県女子指導者講習会

7/16（土）愛知県武道館剣道場

・6/28（火）愛知剣連盟事務局へ
○第 70 回全日本剣道選手権大会愛知県予選

7/17（日）名古屋市中 S.C

・6/28(火)愛知剣連盟事務局へ（要参加費現金書留 1,000 円）
○第 16 回愛知県女子剣道段別選手権大会

7/18（月・祝）名古屋市露橋 S.C

・6/28(火)愛知剣連盟事務局へ（要参加費現金書留 1,000 円）

