
 

 

 

 

 

「私にとっての剣道」  事務局次長 尾崎 清和 

私が剣道を始めたのは、矢田小学校３年生の夏休みでした。兄が

出場する日本武道館の大会について行った時のことです。顧問の杉

浦久男先生から「体格がいいな、剣道部に入らん。」と声をかけてい

ただいたのがきっかけでした。 

当時の先生は、とてもご熱心で本気で日本一を目ざしておられま

した。剣道ってかっこいいなーという、ミーハーな気持ちで入部し

た私にとって、それはまさに虎の穴の入り口でした。毎日、朝練と

授業後の練習があり、大会が近いと夜７時近くまで練習する日もありました。今でも忘れ

られないのは、夏休みの先生との掛り稽古です。早く終わりたいので初めから全力でやる

しかない。そろそろこれが最後だと思って、残っている力をふり絞って面を打つのですが

終わらない。エネルギーを使い切って自分の限界を通り過ぎ、泣き声混ざりの気合で倒れ

こみながら打ってやっと終了。小学校４年から６年の３年間は剣道漬けの毎日でした。 

平坂中学校では林先生（現事務局長）にお世話になりました。林先生は武道専門家で、

基本をゼロから叩き直してくださり、小学校剣道から中学校剣道に鍛え上げていただきま

した。中学３年時には、北海道で開催された全国中学校大会に出場することができました。

また、東海大会の決勝戦で、現愛知県警察の近本巧先生（第５１回全日本剣道選手権優勝

者）と大将戦を競い合ったことが良い思い出となっています。 

西尾高校でも剣道を続ける思いで入学したのですが、高１の５月ごろだったか「剣道は

もう十分だ」と思って、武道場を後にしてしまいました。 

大学卒業、就職、結婚し、長男が小学校３年の夏、当時住んでいた神奈川県川崎市のス

ーパーに剣士募集のポスターを見て、嫌がる９歳の息子の手を引いて二人で入門しました。

１９年振りの再開でした。その後、西尾に戻り長男長女と花小、西中で一緒に稽古をさせ

て頂きました。長男が西尾高校在学中には、一度だけ西高武道場で稽古をさせていただき

ましたが、かなり恐縮しました。 

私は、現在西中校区でサタデープランに参加させていただいています。小学生の子供た

ちに正しい剣道を伝えようと、講習会に参加したり、インターネットで書籍を購入して少

しずつですが知識をつけたりして努力しております。少年時代に体で修得した動きを言葉

で子供に伝えるのは、私にとってはなかなか難しいものです。 

再開してからの剣道はとても清々しく、仕事でたまったストレスも発散できます。学校

を卒業して就職後もずっと剣道を続けている方は、ほんの一握りだと思います。一度、中

断して再開、大人になってから始めたい、そんな方々が入りやすい環境を西尾に作れたら

いいなと思うことがありますが、いかがでしょうか。 
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大会結果報告 

 

○令和３年度第 75回 愛知県中学校総合体育大会 

時：令和 3年 7月２８日（水）  会場：豊川市総合体育館 

男子団体の部 

優 勝 平坂中学校 

  ※男子団体 3年連続優勝は史上初の記録 

第 3位 鶴城中学校 

ﾍﾞｽﾄ 8 西尾中学校 

ﾍﾞｽﾄ 8 東部中学校 

 

 

女子団体の部 

優 勝 平坂中学校 

※4年連続優勝し、記録更新中 

準優勝 鶴城中学校 

第 3位 福地中学校 

 

   

 男子個人の部  第 3位  志賀 陸飛（平坂中） 

 女子個人の部  準優勝  山内 朋子（福地中） 

第 3位  加藤 真楠（平坂中） 

 

※男女団体優勝校と女子個人準優勝者が、来る R3/8/20 から神奈川県川崎市で行われ

る第 51回全国中学校総合体育大会に愛知県代表として出場します。また、団体・個

人ともにﾍﾞｽﾄ 8 までが、8/6,7 三重県四日市市で行われる第 43 回東海地区中学校総

合体育大会に出場します。 

 

○第 40回 鶴剣会暑中合同錬成会 

時：令和 3年 8月 1日（日） 会場：鶴城小学校体育館 

        優 勝     準優勝      第 3位     第 3位 

初心者の部   大久保玲奈（八） 稲生 和也（八） 代田 健基（八） 山本 喬也（八） 

４年以下男子  川澄 統也（西） 鈴木 祇音（米） 坂部 晋作（西）  ※西：西野町小 

５年男子    谷  駿翔（愛） 岡崎 友佑（八） 鈴木 雄翔（鶴） 内藤 吉織（鶴） 

６年男子    稲葉 舜太（西） 松本 憲介（鶴） 内藤  豊（鶴） 大久保 旭（八） 

６年女子    川澄 華菜（西） 伊藤 優花（西） 本多 慈季（八） 成田 彩乃（西） 

中学男子    小野山來翔（鶴） 鈴木宙ノ進（鶴） 寺島 莞太（鶴） 松本 優太（鶴） 

中学女子    中根 吏庵（鶴） 加藤わかな（鶴） 藤浦 里希（鶴） 石川ひより（鶴） 



○令和 3年度 西尾市小学校総合体育大会 

時：令和 3年 8月 3日（火）  会場：西尾市中央総合体育館 

団体の部 

      優 勝 矢田小学校          準優勝 福地北部小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3位 花ノ木小学校          第 3位 室場小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 67回 全三河高等学校剣道大会 

時：令和 3年 8月 7日（土） 

会場：豊川市総合体育館 

女子団体の部 第 3位 西尾東高校 

 

 

○令和 3年度全国中学校総合体育大会 

 第 51回全国中学校剣道大会 

 時：令和 3年 8月 20日(金)～22日(日)  会場：神奈川県川崎市とどろきｱﾘｰﾅ 

男子団体の部トーナメント 第 1回戦 平坂中 1 × １代 奥田中（富山県） 

女子団体の部トーナメント 第 1回戦 平坂中２ × ２代  日体大桜華中（東京） 

女子個人の部トーナメント 第 2回戦 山内（福地中） × メ 児島（長崎県） 

男女団体並びに女子個人ともに惜敗という結果でしたが、選手の皆さんの健闘を称え

ます。 



９月度 行事予定 

◎愛知県剣道連盟関係 9/ 3（金）愛知県女子剣道稽古会  中止 

           9/ 4（土）東海地区剣道合同稽古会   15:00 日本ｶﾞｲｼ第 3 

           9/ 6（月）剣道合同稽古会 19:00 枇杷島 S.C 

                    9/19（日）第 44回愛知県居合道段別選手権大会 9:30 昭和 SC 

                      9/20（月）居合道講習・審査会 10:00 昭和 S.C 

           9/23（木）第 54回愛知県剣道段別選手権大会 9:30 露橋 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 9/ 2（木）西三河剣道高齢者稽古会  10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

 9/ 4（土）第 47回西三河剣道段別選手権大会 延期 

※準備会：9/ 3 中止 

9/ 5（日）西三河月例稽古会  中止 

9/17（金）西三河持ち回り稽古会 東祥ｱﾘｰﾅ安城 中止 

9/19（日）西三河剣連指導者講習会 延期 

9/19（日）西三河女子剣道交流試合  中止 

9/23（木）西三河剣道高齢者稽古会 10:30 東祥ｱﾘｰﾅ安城 

  ※延期の事業は改めて開催期日・会場を連絡します。 

 

◎西尾市剣道連盟関係 9/ 1（水)西尾市民体育大会申込期限 剣連事務局へ 

 9/25（土）西野町研修会合同錬成会 西野町小 

 ○一般教室（月例稽古会） 

  19：00～20:30   9/ 4（土）9/11（土）中止  9/25（土） 

 ○レベルアップ剣道教室 

  15:00～17:00   9/11（土）中止    9/25（土） 

  17:00～19：00   9/18（土） 

  19:00～20：45   9/ 2（木）9/ 4（土）9/ 9（木） 中止   9/16（木） 

    9/30（木） 

 ○幼少年剣道入門教室 

  17:00～18:30   9/11（土）中止  9/25（土） 

 ※新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言再発出に伴い、宣言期間中（8/27～9/12）

の剣道教室は中止にします。なお、宣言が延長された場合は、西尾市剣道連盟公式ホ

ームページを通して連絡します。 

 

◎年会費未納の会員様へ 

※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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