
 

 

 

 

 

             

早い梅雨入り、まだまだ続く感染症対策 

                      副会長 杉 浦 雅 人 

 

 4 月の総会の後、5 月の市剣連稽古会に参加しました。新しい

顔も見られ嬉しく思いました。市外からも目標を持て参加されて

いる方も見えます。今年度は、少年会員の会員登録が進み、スポ

ーツ保険に加入して合同稽古が安心してできるようになります。市剣連の会員となったら、

小中学生・高校生も市剣連稽古会に参加してくれるようになることを期待しています。剣

道の稽古は、同じ相手ばかりでなく普段できない相手や強い相手に掛かる稽古が大切です。 

 今年は、5月 16日に東海地方も梅雨入りしました。雨で蒸し暑い上に新型コロナウイル

ス感染症対策のため、稽古ではマスクや面シールドが欠かせなくなりました。緊急事態宣

言が発令され、感染症対策のため公共施設の利用時間が短くなり、日常の稽古場所が確保

でいないで困っている方も多いと思います。こんな状況の中で剣道を続けるにはどうすれ

ばよいでしょうか。 

 稽古の中に『一人稽古』があります。人によっていろんな方法があると思います。家で

素振りをしたり打ち込みの稽古をしたり、工夫次第でいろんな稽古ができます。現在は、

YouTube で剣道に関する様々な動画を見ることができます。剣道の試合や日本剣道形など

の動画を見ると参考になることがたくさんあります。また、剣道の書籍を読むことも参考

になりますが、まず勧めたいのは、全剣連が出している 

『剣道試合・審判規則 剣道試合・審判細則』 

『剣道試合・審判・運営要領の手引き』 

『日本剣道形解説書』 

『木刀による剣道基本技稽古法』 

これらの冊子を手に入れて、何度も読んでみることを勧めます。読んでいてわからないこ

とがあれば先輩や先生方に尋ねてみてください。とてもよい剣道の勉強になり、剣道を続

ける上で参考になるはずです。 

 5月、6月も剣道の行事の中で稽古会や大会の中止・延期の情報が入ってきます。新型コ

ロナウイルス感染症は変異株が心配され、まだまだ対策が続きそうです。始まったワクチ

ンの接種で状況がよくなるには時間が掛かりそうです。今、大切なことは自分の健康管理

に気をつけ体力を維持することです。そして、今、自分でできることを続ける努力をしま

しょう。 
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大会結果報告 
○第 75回愛知県総合体育大会剣道競技西三河支部予選会（個人） 

時 令和 3年 5月 1日（土） 場所 西尾中央体育館 

男子個人の部 126人出場 

ベスト 8 山田 輝秋（西尾東・福地中） 

女子個人の部 97人出場 

準優勝   石川 こころ（西尾東・鶴城中） 

第 3位   松原 一花 （西尾東・一色中） 

ベスト 8 中川 桂花（西尾・鶴城中） 

ベスト８以上入賞者が県大会出場になります。おめでとう 

 ございました。県大会での活躍を期待しています。 

 

○第 75回愛知県総合体育大会剣道競技西三河支部予選会（団体） 

時 令和３年５月８日（土） 場所 西尾中央体育館 

男子団体の部 31チーム出場 第 3位 西尾東高校 
   
  第１回戦 4×1 刈谷北 

第２回戦 5×0 豊田大谷 
第３回戦 2×1 豊田南 
準決勝  1×3 愛産大三河 
３位決定戦 4×0 豊田工科 

   
＜西尾東のメンバー＞ 
先鋒・京極耀太郎(2／西尾中出身) 
次鋒・池ヶ谷健斗(2年／鶴城中出身) 
中堅・半田諒青(3年／東部中出身) 
副将・徳永武士（1年／竜北中出身） 
大将・山田輝秋(1年／福地中出身) 
監督・冨永茂 

 

○第 99回東剣会剣道個人選手権大会 

時 ：令和 3年 5月 8日（土）  会場：西尾市立室場小学校体育館 

 主催：東剣会 

・小学生 4年生以下の部  

 優勝：石原玄一郎(三) 2位：比楽瑛太（室） 

・小学生 5年の部 

 優勝：杉浦煌太（室） 2位：鈴木慎司（三） 

 3位：岡田美穂（室） 3位：牧 洸哉（三） 

・小学 6年の部 

 優勝：石川思真（室）  2位：三輪惇葵（三） 

 3位：羽佐田夏唯（室）3位：波切太志（室） 



・中学 1年男子の部 

 優勝：中嶋悠之助（西）2位：谷 元翔（東） 

・中学 2年男子の部 

 優勝：岡田弦大（東） 2位：石川 想（西） 

 3位：黒柳天良（東） 3位：木村 侑介（東） 

・中学 3年男子の部 

優勝：近藤 漣（東） 2位：羽佐田夏都（東） 

・中学女子の部 

  優勝：加藤礼愛（東） 2位：波切優心（東） 

 

 

○第 75回愛知県総合体育大会剣道競技（個人） 

時 令和 3年 5月 22日（土） 場所 稲永 S.C 

女子個人の部    

第 3位 中川 桂花（西尾高） 

 

 

６月度 行事予定 

 

◎愛知県剣道連盟関係 6/ 2（水）愛知県女子剣道講習会（審判法）⇒中止 

           6/ 5（土）全国教職員剣道大会県予選会（南知多）⇒中止 

東海地区剣道合同稽古会 ⇒中止 

           6/ 7（月）愛知県剣道合同稽古会）⇒中止 

           6/13（日）第 16回全日本都道府県対抗少年剣道大会愛知県予選会 

                            ⇒延期 

                          第 10回愛知県中高年剣道大会⇒延期 

               第 64回東海学生剣道新人選手権大会 枇杷島 S.C 

               第 44回東海女子学生剣道新人選手権大会 

                      6/19（日）第 68回東海高校高等学校総体 9:30 三重県伊賀市 

           6/20（日）第 69回全日本剣道選手権大会予選会 9:30 天白 S.C 

                     第 60回全日本女子剣道選手権大会予選会 9:30 

天白 S.C 

                第 39回愛知県道場対抗剣道大会⇒延期 

           6/21（月）愛知県剣道合同稽古会   19:00 枇杷島 S.C 

           6/26（土）国体少年の部選考会 露橋 S.C 愛知県武道館 

             ※詳細は、愛知剣連の HPでご確認ください。 

 

 



◎西三河剣道連盟関係 6/ 6（日）第 43回かきつばた杯女子剣道大会 中止 

                西三河剣道月例稽古会 中止 

6/10（木）西三河剣道高齢者稽古会 10:30 東祥アリーナ安城 

6/15（土）西三河剣連持ち回り稽古会 中止 

6/20（日）第 68回西三河剣道大会 9:30 岡崎市中央総合公園 

6/24（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 6/27（日）第 64回小学校剣道大会 中止 

 

○一般教室（月例稽古会） 

  ※緊急事態宣言の発令中は、一般教室を中止とします。（市総合体育館が利用停止のた

め）よって、宣言の解除後より下記の通り教室を再開します。 

 

19：00～20:30    6/ 5（土）  6/12（土）  6/19（土）  6/26（土） 

 

 ○レベルアップ剣道教室 

  ※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言発令に伴い、7月からの開催を目指し 

準備します。（開催予定日 7月 1日・木 19:00～） 

 

 ○幼少年剣道入門教室 

  ※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言発令に伴い、7月からの開催を目指し 

準備します。（開催予定日 7月 10日・土 17:00～） 

 

 

令和 3 年度 年会費未納の皆様へ 

  

令和 3 年度の事業を遂行するために、皆様の年会費は、大切な原資となっています。未

納の皆様には、下記口座にお振り込みくださいますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 年会費振込先   西三河農業協同組合 平坂支店 

           普通  ０００２３０９ 

            西尾市
ニ シ オ シ

剣道
ケンドウ

連盟
レンメイ

 会計
カイケイ

 松田
マツダ

 麻
マ

希子
キ コ

 

 

２ 振込金額     (1)年会費 5,000円 

           (2)スポーツ安全保険掛け金 1,000円（加入希望者のみ） 


