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田︵平坂中出身︶は赤・

る﹂と強調した︒

の日本に求められてい

らもフットワークの良さ

上段の北村は赤・村川に

冴えのあるメンで連取︒
次鋒戦引き分け︒中堅赤・

︒
営

は審判長席前の中央に設

尾野・平井先生︒試合場

勝へコマを進める︒決勝
戦開始は午後三時五十五
分︒主審畠山先生︑副審

は抜群︒引きゴテと抜き
ドゥで二本勝ちにして決

さて︑準決勝からの試
合展開を紹介する︒第一

鋒・谷の冴えのあるメン
を連取してチームのムー

試合場︑赤・名刺×白・
剣親余白・剣親会は先

ドを高めた︒赤・名刑の

中堅薪美︵東部中出身︶

らコテを取り一対二とす

赤・剣親会×白・西友
会︒先鋒赤・谷は得意の

るが押し切られ一対三で

じりじりと間合いを詰

に対し︑早い竹刀捌きか

は自・剣親会の上段北村

剣親会が勝利する︒第二

えメンを決める︒続いて

夢でした︒その夢を叶
えたのが今回登場する
杉浦雅人先生です︒
先生は︑西
野町小学校の
四年で初めて
てから︑鶴城

竹刀を握られ

得して︑教職の場に立たれました︒
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稽古への心構え
八段までの長い修行の道のりで︑特
に心がけられたことをお尋ねしてみま
した︒是非会員諸兄も心に脅め︑共に
昇段目指して竹刀を交えましょう︒

一県や西三などの稽古会や講習会に
は積極的に参加し︑上位の先生方
の教えを請う︒

二 稽古では︑たとえ小
学生が相手でも審査
を意識した礼法を行
う〇

心境で立ち会う︒

三 竹刀を構えたら︑日
本剣道形の仕大刀の

H

課題に合ったメ

一まだ終わってない︒﹂

してしまいましたが︑

の大事な一試合目を落と

きがかたく︑予選リーグ

た︒全国大会のかかった
県大会の決勝戦は︑まさ
に集大成でした︒
秋田県で行われた全国
大会では︑緊張のため動

ほしいと思います︒

今後も︑自分達でつく
る剣道部の伝統を続けて

負けていませんでした︒

たが︑チームワークでは

その後︑強豪校相手に
大将戦の未︑惜敗しまし

目に挑み︑見事に決勝

ニューを考えて練

と声を掛け合ってこ試合

すことができました︒

トーナメント出場を果た

ために︑さまざま

茅咲 ︵平板中出身︶

だけではなく︑入賞を目

昨年度︑地区予選で敗

ナメント一回戦で選抜大

標にしてきました︒結果
は予選を抜け︑決勝トー

星城高 中村

剣道大会団体出場

全国高校総体

習を行います︒そ
の課題を見つける

な大会や遠征に参

加させて頂きまし

た︒また︑多くの

先生方にご指導頂

いたことも︑課題

の解決や︑新たな

課題を見つけるこ

識し︑技を出したら打ち切る︒

こうした積み重ねで︑

とにつなげることができ

五 稽古時間が取れないときは︑体力

退して涙を流した日か
ら︑新チームの活動がス

部員一人一人の意識が高

四 相手の出ばををとらえることを意

維持のトレーニングを心がげろ︒

タートしました︒目標は︑

会

会

全国大会では︑予選

会

さ か の 敗 戦 を 喫 し ま し んだことはもちろん︑保護
た ︒ こ こ ま で か と い う 気 者の方々の協力や束剣会
の先生方のご指導があっ

全車が終わり︑また

私たち星城高校剣道部

ました︒しかし︑強豪チ

会優勝校の中村学園女子

でも随所にうかがえまし

ることができました︒こ

はインターハイに出場す

まり︑信頼も深まったこ

た︒対戦チームにリード

きたことに誇りをもち︑

ームと互角に戦えたこ
と︑星城らしい試合がで

頭敏

撞

琵

蕊筋

悪戦

駁儀

里美 ︵鶴城申出身︶

頂きました︒苦しい試合
の連続でしたが︑大将へ
必ず繋ぐという思いで最
後まで戦い切ることがで
きました︒この優勝は先
輩方の力で得ることので
きた優勝でした︒しかし

をすることができたので

日本一という貴重を経験

すべての人に感謝したい
で
す
︒

相手は埼玉県︒関東の強
豪です︒先鋒が不戦敗と
なるため次鐘の私が何と
か試合を優位に進めたか

今回の大会で日ごろの

みたいと思います︒

け︑また一から稽古に励

練習や鍛錬の重要性を再
確認しました︒来年に向

︒
た

果は1対2の惜敗でし

なってしまいました︒結

ったのですが思うように

昨年の8月8日︑9日

技を出せず︑引き分けと

んで京都へ入りました︒
しかし︑試合直前の練

結果を残したいと意気込

うこともあり︑より良い

私自身2度目の出場とい

知代表として団体戦に出
場しました︒
今回は︑前年が3位で︑

に京都で行われた第57回
全国教職員剣道大会に愛

がありました︒一回戦の

するというアクシデント

管で同じチームの先鋒の
選手がアキレス腱を断裂

一色申剣道部顧問 福間 隆二

全国教職員
剣運大会団体出場

ンターハイでは出場する

の惜しくも負けてしまい

されていても︑仲間を信

も出場し︑ベスト16とい

のチームでは選抜大会に

に代表戦までいったもの

勿論﹁全車出場﹂でした︒
西尾中学校では︑ほと
んどの行事を生徒自身の
手で企画・運営していま
す︒それは部活動にも言

る試合が何度もありまし

じて声を掛け合い運転す

隙旗

この経験を活かし今年は
自分の力でチームを優勝
に導けるよう︑人間的に

も技術面でもさらに成長

このような結果を出す

していきます︒

ことができたのも周りの

方々の支え︑応援があっ
たからだと思います︒感
謝の気持ちを忘れず不断
前進で頑張って行きま
︒
す

う成績を収めてから︑イ

えると思っています︒主

諒恕

国高等学校総合体育大会
に副将として出場させて

和歌山県で行われた全

麗澤瑞浪高 青山

剣道大会団体優勝

全国高校総体

将を中心に︑自分たちの

とが︑今年度の夏の大会

ました︒

現在は︑愛知県剣道連盟の参与とし

てご多忙だが︑市剣道稽古会や地元道
場などに足繁く通われ︑後進の指導に
当たられている︒

風

友

を決めました︒
西

豊田市剣道連盟A

春

親

費陽剣道クラブ

剣

東レ名古屋A

岡崎医漂刑務所

リーグで石川県中能登
中︑熊本県九州学院中と
対戦しました︒大舞台で
の経験が少なく︑緊張も
見られ︑予選リーグで敗
退しました︒全国の壁の
名古屋刑務所A

厚さを実感するととも
に︑自分たちに足りない
ものを見つけることがで

冬の西三大会一回戦負

きた大会でした︒

たからだと思います︒本当

のは︑生徒が目標をしっか

けからここまでこられた

持ちがよぎりましたが︑

会三位で迎えた県大会︒

選手の気持ちは切れてい

がとうございました︒

に感謝しています︒あり

りともち︑必死で稽古に励

八月︑新チームに在り
東海大会出場という目標
をだてました︒目標達成
に向け︑秋︑冬と厳しい

ませんでした︒後がない

予選リーグ一試合目でま

田は白・北川がメンに出

練習を行いました︒そし

状況から何とか巻き返
し︑予選リーグは二位で

コテを連取︒副将赤・野
たところを素早くドゥを

は一回戦負け︒部員と一

て迎えた春の県大会予選
を兼ねた西三大会︒結果

め︑相手の起こりをとら

試合場では赤・春風会×
白・西友会︒先鋒百・乗

抜く︒続いて倒れ込むよ
うな勢いでコテを連取︒
勝負は決まったが注目の

からやり直すことを誓い

まっています︒今年の

新チームでの活動が始

励みたいと思います︒

るよう︑日々の稽古に

は︑県大会を連覇し︑
全国の舞台で活躍でき

賞することです︒まず

目標は︑全車で上位入

ナメント一回戦からは︑

﹁絶対に勝つ﹂という気
持ちが相手に勝り︑その
勢いのまま︑準々決勝︑
準決勝︑決勝と勝利し︑
目標を上回る東部中男子
剣道部初の全国大会出場

通過しました︒決勝トー

大将戦︒赤・胸囲に白・

仲間にまで気を配り︑部
員全員で盛り上げて行い
ました︒夏の大会が始ま
り︑市大会三位︑西三大

に向け︑日々の稽古は︑

三年生最後の夏の大会

ました︒

自分だけでなく︑周りの
の隙をついて引きメンを

決める︒四×○で四年連
続優勝が決まった︒
︵理事長 鈴木 睦︶

西尾中学校女子剣道部

待望の剣道八段誕生
皿 国体開催地が西尾に決まった頃より
﹁剣道の町西尾に八段を﹂と近藤利男先
生︵故人︶から励まされ︑多くの先輩
が挑戦をされ︑八段誕生は西尾剣道の

雅人先生

浦
杉

剣道教士八段

中学校︑西尾
高校︑愛知教育大学と
技を磨き︑当時大学生
では合格が難しいといわれた四段を取

律

第六〇回中部日本剣道大会観戦諦

発行所i∴西尾市剣道連盟
発行人 鈴
木
陸

以後︑指導者として児童生徒の指導
西尾市長榊原康正氏はあ 杉浦︵平坂中出身︶の出
いさつの中で︑赤穂市剣 頭 を う ま く と ら え メ ン に に当たられ後進の育成に努められまし
道連盟からの参加を紹介 乗り︑一本勝ちとする︒一× た︒また︑自身の修行道にも邁進され︑
後︑﹁礼に始まり礼に終 ○で迎えた大将戦︑兵藤 平成二十四年十一月︑見事八段に合格
されました︒
わる剣道の精神こそが今 ︵福地中出身︶は小柄なが

ことができた︒開会式で

テング登場
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兵藤は捨て身のコテを打
つが不十分︒脇園も気合
い十分のコテを打つが赤
旗一本︒終盤脇園は一瞬
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東海中学校総体剣道大会

以上の成果を発揮しまし
たが︑有効打とならず︑
代表戦の末︑敗れました︒
東海大会では︑さらに
気持ちを高め︑挑みまし

中根

朋子

家庭婦人剣道大会

愛知県
西尾市剣道連盟
変嬉しく思っておりま

西三河持ち回り稽古会
全国選抜少年剣道練成大会
愛知県春季少年剣道大会
全国高校選抜剣道大会
平成29年度総会

た︒一戦一戦チーム力を

発揮しました︒どこのチ

る試合ができたことで︑
じることができました︒

すます発展していくこと

今後は少しでも時間を
私は五月に開催された 見つけ︑より多くの稽古
愛知県家庭婦人剣道大会 を し て い き た い と 思 い ま
に出場し︑20・30代の部 す︒そして︑西尾の女性
剣士が今以上に増え︑ま
を願い︑精一杯努力をし
ていく所存ですので︑こ
れからもご指導をよろし

くお願い申し上げます︒

井関 公宏
嬉しく思っています︒

最近では︑指導者が不
足する時などに伺添いの
保護者が自主的に指導を
助けてくれる場面も見ら
れ﹁剣道西尾﹂ならでは
の光景と喜んでいます︒
親子で汗を流した児童
が学校の部活動で立派を
剣士に成長してくれるこ
とを願っています︒

第2回理事会

18土
18土
20月
27月
4．9日

顧問 荒州 竜也

習はありませ

戦こそ︑敗れましたが︑

監督として︑生徒たちの

改めて剣道の楽しさを感

す︒また︑緊張感あふれ

することができました︒

県大会以上に良い戦いを

りぎりの戦いが続きまし

優勝︑西三河大会2位と
好成績を収めました︒県
大会では︑今まで乗り越
えてきた練習の成果を発
揮し︑県大会で敗退した︑
布袋中にも代表戦にまで

ん︒生徒たちは
必死に耐え︑食

で準優勝することができ

ームも強豪校でした︒ぎ

らいついてきま

できました︒チームとし

もつれ込み︑勝つことが

しました︒基本

した︒時には過

程地味で幸い練

呼吸になること

3年間の努力する姿を目
の当たりにし︑技術だけ
でなく︑精神的にも大き

ました︒大学卒業後︑m
年ほど剣道から離れ︑数
年前に再開してから初め
ての個人戦でしたが︑決
勝戦まで戦えたことを大

月で修了しました︒

開講から七年が経過す
る剣道入門教室が田中会
長や鈴木理事長のご協力
もいただき︑今年度も三

四年生からの部活動へ

どに取り組んでいます︒

繋
発展させるのがねらいで

一腰 高年 女子部合同第1〈童〉 2・3 4土曜日 総合体育館

◆西尾市剣道連盟月例稽古会19：〇〇

◆サタデープラン稽古会

◆幼少年剣道入門教室

名中学校Iメの計酢こより実施。

◆総務委員会

第2・4土曜日（1700−1830）総合体育館

（事業計画案に塞つき、必要に応じて理事長が招集）牢固6−7回
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しさを味わえるように﹂

西野町中剣道部顧
西野町小学校に赴任し︑

という初心と︑支えてく
ださる周りの方への感謝

また︑元旦の初稽古会

をベースに︑西尾市のマー

クである結び井桁の中に刀
のつば模様を施しました︒

多くの会員の方が総会や
ミーブ〇二

剣道大会などでつけてくだ

こ参飲下さい I後日配布）

たが︑持ち前のチーム力
で乗り切りました︒決勝

もありました︒

ての戦い方も理想通りに
進めました︒準決勝戦で
は︑生徒たちも善戦しま
した︒有効打実になりそ

躍し続けてくれることを

く成長したと感じまし
た︒これからも大きな舞
台を目指して︑さらに飛

春の県大会で
は︑決勝戦で布
袋中に敗れ悔し
うな場面が何度もありま
したが︑認められません

い思いをしまし
た︒そこから︑

ました︒応援してくださ

る先生や保護者のみをさ

で勝負は持ち越されまし

なりました︒代表者戦ま

毎月二回の剣道教室に
は低学年児童や園児など
四十名近い受講生が保護
者と一緒に参加し︑挨拶
や礼儀作法︑基本練習な

をかけ合い︑結束を強め

期待しています︒

でした︒今まで練習して

高まりました︒練習時は︑

きた︑面︑引き技等練習

生徒たちの意識がさらに

国大会出場﹂をめざし︑
生徒間でお互いの課題を
伝えあったり︑各自課題
克服のために自主練習し

夏の大会では︑市大会

ました︒

たりと︑自主性が生まれ

練習に励みました︒生徒
たちはどんなに幸い練習
にも︑積極的に取り組み
ました︒特に冬場の練習
は基本に立ち返り︑すり
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足をメインとした練習を

第六十二回西三河剣道大会

ました︒

んの声も後押ししてくれ

決勝戦の相手は︑宣揚

普段は︑弱気を子ども

小学校でした︒勝負は引
き分けが続き︑お互い一
歩も譲らず︑取っては取
られての緊迫した試合と

たちが︑この日はこの言

﹁優勝しょう︒﹂

ばかりのチームが出場

会﹂ の名で西尾の女子

た︒子どもたちも私も︑

しました︒これからは

一年が過ぎました︒地域

ジを会員のために作成する

柄を参考に丸型のピンバッ

の方や保護者の方に協力

ていきたいです︒ご指導

の気持ちを忘れずに︑子
どもたちと共に︑精進し

すが︑昨年四月の調査で
は︑三年生の教室修了生
が四月から剣道部へ全員
入部したという調査結果
を聞き︑指導者一同大変

もたちと剣道ができるこ

されそうになりました︒

プレッシャーに押しっぶ

とに幸せを感じています︒
﹁
面
あ
り
︒
﹂

では︑今年もたくさんの

てきましたが︑連盟旗の図
つになりました︒

全員が勝利を信じたその
時︑平板小学校のカが一

﹁
勝
負
あ
り
︒
﹂

剣士の方にお集まりいた
だきました︒年齢に関係

していたださをがら子ど
ないかもしれない︒そん
っていました︒私は︑そ

な思いから︑気合いが入

苦しい試合を乗り切り
念願の優勝を手にするこ

よろしくお願いします︒

うため︑来年度は出られ

の姿を見て︑監督として

とができました︒そして

をく剣を交える姿を見て︑
改めて剣道のよさを感じ

3．14火

たるま

第61回中部日本剣道大会反省会

11土

総合体武道場
知立高福祉体
知立市福祉体
総合体育館
総合体武道場
水戸市
未定
春日井市総体
市内会場

19日 西三河地区居合道伝達講習会
19日 西三河剣道祭
26日 まこと少年少女剣道大会

総合体育館
総合体育館

2．4土 第61回中部日本剣道大会準備会
5日 第61回中部日本剣道大会

スカイホール豊田

29日 西三河少年剣道大会

中央体育館

21土 面三河高校剣道大会

愛知こどもの国
にしお駅伝フェスティ／りレ2016
18日

また︑かつての経験

少しずつ︑若い人たち
と主父流しながら輪を

葉を合言葉に戦いに臨み
ました︒現在︑平坂小学
校の剣道部の女子は︑三
人︒二人が卒業してしま

道大会でも﹁まっちゃ

けにして︑中部日本剣

この出会いをきっか

ち取りました︒

監督 岩下 陽子

一般剣道女子優勝

今年度は︑昨年度の
選手が都合がつかず︑

平成28年度事業計画（案）

広げていきたいと思い
ま
す
︒

胸が熱くなりました︒

この思いを︑次の大会へ

ました︒

高校を卒業したばかり
の若い人たちを誘って

も再開させようと考え

ます︒女子部の稽古会

とつなげることとなりま

者や初心者のママさん
たちも稽古を始めてい

刈谷市剣道連盟B︑加
納と順調に勝ち進み︑
決勝は強敵︑豊田市剣

一よし︑勝ったよ︒﹂

し
た
︒

試合が終わるごとに︑
り上がりを感じている

と︑チビもたちと共に吉

﹁次も勝つよ︒﹂

ています︒女子部の盛
この頃です︒

ニー乱から︑b ﹁訓︺首一つ寵

道連盟との対戦でし
た︒ニー一で決勝戦を
刺し︑今年も優勝を勝

チームを組みました︒

29．1．1祝 第54回西野町研修会剣道元旦初稽古会 西野町中
15日 第60回鍋の式剣道大会
平版小
17火 第61回中部日本剣道大会役員・捏当主住金 総合体育館

＊平成28年度各種剣道大会については、愛知県剣道連盟発行の事業組曲を

籠域体育館
鶴城体育館
第91国東剣会剣道個人選手権大会・総会 宣揚中
西尾市剣道連盟指導書講習会
継合体武道場
第128回市内剣道個人選手権大会・総会 平板中
かきつばた杯女子剣道大会
知立高福祉体
西三河剣道大会
岡崎中央総体
第60回小学校剣道大会
八ツ面小
西尾市中学校総合体育大会（剣道） 福地中
西三河中学校剣道選手権大会
総合体育館
全日本少年武邁（剣道）錬成大会（〜24日）
日本武道館
西三河剣道形講習・審査会（初−3殿） 総合体育館
愛知県中学校総合体育大会（剣道） 総合体育館
鶴剣会暑中合同練成大会・総会
龍城小
西三河剣道実技審査会（初〜3段）
刈谷市体
東海地区中学校総合体育大会（剣道）出0水）
総合体育館
西三河剣道級審査会
総合体武道場
西尾芳友会剣道練成大会
総合体武道場
西尾市小学校総合体育大会（剣道） 総合体育館
西三河剣道段別選手権大会（2日夕方準備会） 総合体育館
西野町研修会合同練成会，総会
西野町中
第62回西尾市市民体育大会総合開会式 総合体育館
第62回西尾市市民体育大会・剣道競技の鄭 平板申
第16回西三河剣道形大会
碧南臨海体
第1回理事会
総合体育綿
第35回西尾市少年剣道大会
花ノ水中
高体連新人西三河予選（個人）
中央体育館
高体連新人西三河予選（団体）
中央体育館
西三河剣道形講習会・審査会（初〜3段） 岡崎中央総体

高体連西三河予選（個人）
高体連西三河予選（団体）

Aコープ桜町店

20日 西尾市南部地区剣道大会
一色B＆G体育館
12．3土 第37田鶴申校区剣道個人選手権大会 鶴城小
3土 第92国東剣会剣道個人選手権大会 東部中
4日 西三河剣道級審査会
総合体武道場
10土 市内剣道個人選手権大会（平申校区）平板申

茜三河剣道搬審査会
西三河剣道実技審査会（初〜3殿）
平成28年度市剣連絡会

場

19土 西三河剣道実技審査会（初〜3段） 知立高福祉体
19土 西三河剣道指導者諮習会
総合体武道場

碧南臨海体
総合体武道場
安城市体
西三河剣道形講習会・審査会（初〜3段）

会

業
事

