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新年明けましておめでとうございます。
年頭に当たり会員各位の
ご健康とご多幸を心底よ
りお祈り申し上げます。
さて新型コロナ感染症の
影響下での 4回目の新年
を迎えました。すでにワ
クチン接種が行き届き 5
回目を行われた会員も多
いかと思っております。

今も感染者の増加や減少を繰り返しておりますが一
昨々年来の不安が少し和らいだ気持ちで新年を迎えら
れたように思います。
昨年来、各地域で 3年振りの大会や県外勢を迎えた錬
成会を、その内容や参加人数、要項の変更・或いは入
場制限等、様々な工夫を凝らし開催頂き洵に有り難う
ございました。県大会・各地域の大会・行事で幼少年
少女の響く声・気合・拍手が地域活性化に繋がり結び
ついて行くと確信しています。又、コロナ禍で開催が
出来なかった新潟県剣道大会・高段者大会などの主催
大会も、3年振りに開催出来ました事を深く感謝して
おります。
本県の各部門での全国大会出場では、予選会を含め昨
年も引き続き思うような結果を聞くことができず残念

に思っております。しかしながら、先の会報でお伝え
したように吉田仁先生が待望の剣道八段に昇段され、
居合道では品田峯雄先生が見事に範士の称号に合格さ
れた朗報は、会員に益々の昂ぶりを頂き洵に有り難う
御座いました。各事業担当の皆様には昨年も大変なご
苦労をお掛けしました。普通に過ごせる有難さと普通
に見られる有難さを実感しています。コロナ禍の影響
が速やかに改善して活動し易く成る事を願っています。
今年も上越市で昨年と同様に 8月に剣道七・六段昇段
審査会が行われます。多くの方が積極的に各講習会等
に参加して昇段審査に挑戦し合格されることを期待し
ています。3月には五段以下昇段の受審者講習会を行
いますので奮って参加して昇段審査に臨んでいただき
たく、楽しみにしています。また、第 42回全国スポー
ツ少年団剣道交流大会が上越市謙信公武道館で 3月
25 日㈯～ 27日㈪に開催されます。続いて、令和 6年
には全国中学校体育 ( 剣道 ) 大会を新潟市で開催しま
す。少年剣道の全国大会開催は、子供たちの大切な出
会いの場であり、剣道普及の良いきっかけに成ると期
待をしています。
末筆になりましたが本年が穏やかに行事・大会等が開
催できますように又、新型コロナ感染症が終息し希望
を膨らませる普通の生活が戻るよう御祈念申し上げて、
年頭の挨拶とさせて頂きます。　　　　　　　　合掌

令和五年の年頭にあたって
一般財団法人　新潟県剣道連盟　　会　長　浅原　行雄

まこと

まことたか
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■海援隊（新潟市）
この団体は、新潟県内唯一の女性だけの剣道団体です。
新潟市教育委員会主催の女性を対象とした初心者剣道
教室が、鳥屋野総合体育館武道場で五期にわたって開
催されました。
その教室終了の一期生が中心となって、自発的な稽古
が続けられました。その後５年間、この教室の卒業生
が随時加わり、参加人数は、その時々で変動がありま
したが、１０～２０人となっています。
そして、平成元年に女性剣道同好会「海援隊」として
名乗り、本格的な剣道団体として活動を開始しました。
海援隊の名称は、一期生の中の坂本龍馬が好きな会員
の提案が採用されたものです。
平成７年には、新潟市剣道連盟から道場として正式に認
可されました。同時に、新潟県剣道連盟に加入していま
す。その後は毎年、年間５回の試合も積極的に参加し、
うち２回は高校生チームとも対戦して善戦しています。
指導に当たるのは、教士七段小日向三郎先生です。平
成１３年から現在まで、毎週２回稽古を行っています。
現在の会員数は２１人で、２０代～５０代と幅広い年
齢層となっています。
〈活動方針〉
・基本に忠実な正しい剣道を目指し、勝敗にはこだわらない。
・一人一人が目標を持ち、自主的に稽古をする。
〈稽古場所〉
・鳥屋野体育館武道場
〈稽古日時〉
・火曜日：10時 30 分～ 12時 30 分
　金曜日：12時 30 分～ 14時 30 分
〈代表〉
・熊木　浩美さん　( 連絡先 ) ☎025-378-7152

■上越市剣道連盟事業委員会・女子部
発足のきっかけは、丸山美恵子さんが七段を取得した際、
女性の剣道離れを何とかしたいと思ったことからでした。
この稽古へは、女性剣士であればどなたでも参加でき
ます。活動は、毎週土曜日の形稽古です。その後に続
く上越市剣道連盟の稽古へは自由参加としています。
参加人数はその時々で違いますが、現在は１０代～５
０代の５人から１０人程度です。
特徴としては、七段取得者が４人、五段１人と高段者
が多く、指導者を兼ねています。
今後の活動のテーマは「笑顔で仲間作り」とし、参加
者を募っています。
〈活動方針〉
・笑顔で向上
〈稽古場所〉
・謙信公武道館・小道場
〈稽古日時〉
・土曜日：18時 45 分～ 19時 45 分
〈世話役〉
・丸山　美恵子さん
  ( 連絡先 ) 上越市剣道連盟事務局  ☎025-525-5972

なお、今回紹介した二つのほかに、長岡市では成人教
室として、20歳以上から剣道を始めた方々が稽古を
しています。男女比は２：８くらいで、圧倒的に女性
が多いといいます。定期的な稽古は、長岡剣道会とし
て久武館道場で行っています。

県内の活動を紹介します。

先回発行の剣連１０９号でもお伝えしましたが、
現在、全剣連及び新潟県剣道連盟では、少年少女と女性の剣道人口の増加を図ることを掲げて活動しています。
こうしたことから、先回に引き続き、県内の女性剣士の活動状況を追ってみました。
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ばれ人を殺す技術から、人間形成を目指す “活人剣”
へと精神的な範囲まで広がりを持った “剣道” は、戦
後昭和 27年以降、老若男女の愛好家が増えるにつれ
て、体格差、体力差による事故について考える必要が
あると思います。柔道、レスリング、ボクシング等は
体重によるクラス分けがなされているスポーツがあり
ます。私は、この30年間障がい者スポーツ、パラスポー
ツに関わってきています。東京で開催された昨年のパ
ラリンピックでも現地での医療活動を経験しました。
パラリンピックでも国際的なルールに沿って専門家が
クラス分類を細かく行ない、選手たちは同じ土俵の上
で競うことができます。
　剣道は試合でも稽古でもクラス分けという概念はな
く実施されているため、指導者（上手）、大人たちには、
より厳格なケガを防ぐための安全管理も求められてい
ると思います。
［各種の障害］
　よく見られるのが相手が面を打ってきた際に、体が
伸びきったところに行う “突き上げ” により転倒して、
後頭部が床に叩きつけられて起こる脳震盪、脳挫傷、
致死的な急性硬膜下血腫、さらに四肢まひをおこす頚
髄損傷があります。
　また、「試合・審判細則」12条の2による “被打突
者の剣先が相手の上体の前面に付いてその気勢、姿勢
が充実している場合には一本としない” と記されてい
ますが、私は、「ぱっと剣先を付ける」事であり「突く」
ことではないと考えています。「突く」ことにより致死
的な不整脈をおこす “心臓震盪” が起こりえます。
成長過程の子供たちにとっていかに「脳震盪」、「頚髄損
傷」、「心臓震盪」を防ぐかがその後の人生をも左右します。
　東京都剣道連盟では平成 20年に 2回に渡り、迎え
突きによる障害発生の報告を行ない、各団体の責任者
に注意を喚起しています。　　　　　　（次回に続く）

（～ケガをしない、させない～）その１
新潟県剣道連盟　参与　教士七段　スポーツ・ドクター　(日本医師会・日本整形外科学会・日本スポーツ協会 )

元新潟県アンチドーピング委員　荻荘　則幸

『第56回　全日本医師剣道大会』きなせや柳都・新潟大会　開催！
　来る令和 5年 4月８日（土）・９日（日）の両日、
県立新潟ふれあいプラザ（体育館・亀田）において開かれます。
全国から日々忙しく診療を行いながらも稽古に励んでおられる精鋭150名が集結する予定です。
新潟県では昭和５１年（１９７６年）５月の第１１回大会以来の開催となりますが
何とぞご支援のほどよろしくお願いいたします。  　　　　　　実行委員会　会長　荻荘　則幸

［自己紹介］
　私は今から約 55年前に
初段を、五泉市の夏合宿で
頂いてから、小・中・高・大学・
社会人と剣道を続けてきま
した。旧亀田町（現在新潟市）
で整形外科・ゆきよしクリ
ニックを開業して 26年が

経ちます。この間、自分の体に起きた剣道による障害、
また、子供たちから大人まで、剣道による外傷をたく
さん経験させて頂きました。
　2006 年柏崎市での全日本東西対抗剣道大会、2009
年栃尾でのトキめき新潟国体、2010 年新潟市での第
45回全日本居合道大会、2012 年新潟市での全国高校
総合体育大会・インターハイ大会にて医事委員として、
2017 年西川での社会体育指導員養成講習会では講師
としてお手伝いをさせて頂きました。
1979 年札幌で開催された第 4回世界剣道選手権大会
から始まり、第 16回の東京大会、第 17回のインチョ
ン大会また、全日本剣道選手権大会、全日本選抜剣道
八段優勝大会、 仁親王杯剣道八段選抜大会、八段審
査会等に直接出向き、当時の一流の選手の技、技術、“か
けひき” を肌で感じ、学んできました。また、このコ
ロナ禍の前、東京オリンピックのための日本武道館の
改修工事まで、ほぼ毎月定期的に行われていた全剣連
の全国稽古会（八段の先生方が約 80人位来られてい
た）、講談社野間道場の稽古会等にも何度か参加させ
て頂きました。
［活人剣］
　この私の剣道における経験において、いつも考えて
いることは “活人剣” とは何か？ということです。日
本剣道形の一本めは殺人剣、三本めは相手を生かして
勝つ活人剣と言われています。江戸時代 “剣術” と呼
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■2021年 12月新発田審査会以降　五段以上の年間合格者名簿

段　位 昇　段　日　場　所所　属年　齢氏　名

昇段おめでとうございます！
2019 年の年末頃から始まった新型コロナウィルス感染症によって、通常の稽古もままならない中で
見事昇段された皆様を紹介します。なお、今回は紙面の都合上、ここ 1年間で昇段された五段以上の方としました。

五　段

六　段

七　段

八　段

中沢　祥太　　(25) 　　　　警察剣道連盟　　　　　　　新発田カルチャーセンター　　　　　2021.12.19
斎藤　拓哉　　(26) 　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　    〃
伊藤　祐作　　(27) 　　　　　　  〃                                       　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　    〃
神保　祥太　　(29) 　　　　　　  〃　 　　　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　　    〃
横澤　翔　　　(29)　　　　　　   〃　　　　　　　　　　　　　　   〃　　　　　　　　　　　　    〃
阿部　理美　　(34) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　   〃
桜井　克哉　　(32) 　　　　警察剣道連盟         　　　　　新潟市　鳥屋野武道場                　　　2022.06.19
渋谷　浩栄　　(48) 　　　　横越剣道連盟　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
増子　宗厚　　(72) 　　　　村上剣道連盟　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
新保　文哉　　(26) 　　　　警察剣道連盟　　　　　　　上越市　謙信公武道館　　　　　　　2022.08.07
涌井　淳一　　(46) 　　　　上越市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
滝沢　和也　　(51) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　長岡市　南部体育館　　　　　　　　2022.11.06
佐野　明美　　(52) 　　　　長岡剣道会　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃

夏川　茂徳　　(51) 　　　　白根剣道連盟　　　　　　　山梨　小瀬スポーツ公園　武道館　　2022.02.20
花岡　英一　　(51) 　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　〃
安城　靖子　　(62) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃
柳　朱音　　　(34) 　　　　白根剣道連盟　　　　　　　愛知　枇杷島スポーツセンター　　　2022.05.15
小林　史明　　(44) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃
小野　保　　　(61) 　　　　佐渡市剣道連盟　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃
高橋　優太　　(33) 　　　　警察剣道連盟　　　　　　　上越市　謙信公武道館　　　　　　　2022.08.21
松林　理央　　(33) 　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　　〃
高橋　圭祐　　(39) 　　　　魚沼市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
田口　史人　　(50) 　　　　糸魚川剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
榎本　和光　　(61) 　　　　中条剣道連盟　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
樋口　仁　　　(62) 　　　　村松剣道連盟　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
石栗　展子　　(65) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
風間　久　　　(65) 　　　　新発田市剣道連盟　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
保田　昌弘　　(68) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　〃
臼杵　康雄　　(71)　　　　佐渡市剣道連盟　　　　　　　　　　　 〃　　　　　　　　　　　　　〃
髙橋久見子　　(36) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　愛知　枇杷島スポーツセンター　　　2022.11.13
石井かおる　　(43) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　エスフォルタアリーナ八王子　　　　2022.11.18
田村　康裕　　(49) 　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　　　  〃　　　　　　　　　　　　    〃

新宮　智洋　　(51) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　山梨　小瀬スポーツ公園　武道館　　2022.02.19
木津　博文　　(53)　　　　 加茂剣道会　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　〃
古田島哲也　　(47) 　　　　新潟市剣道連盟　　　　　　愛知　枇杷島スポーツセンター　　　2022.05.14
佐藤　一尚　　(51) 　　　　上越市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　        〃
赤塚　洋紀　　(40) 　　　　警察剣道連盟　　　　　　    上越市　謙信公武道館　　　　　　　 2022.08.20
地濃　文央　　(41) 　　　　五泉市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　   〃
川嶋　一也　　(41) 　　　　三条剣道会　　　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　   〃
長谷川　勝　　(49)　　　　 阿賀野市剣道連盟　　　　　　　　　　〃　 　　　　　　　　　　　   〃
作本　雅之　　(50) 　　　　糸魚川剣道連盟　　　　　　　　　　　〃　 　　　　　　　　　　　   〃
井口　清和　　(52) 　　　　魚沼市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　       〃
田中　泰雅　　(55) 　　　　上越市剣道連盟　　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　　　   〃
河嶋　明雄　　(55)　　　 　新潟市剣道連盟　　　　　　愛知　枇杷島スポーツセンター　　　2022.11.12
古川　厚志　　(54)　　　　 警察剣道連盟　　　　　　　エスフォルタアリーナ八王子　　　　2022.11.19
長内　直樹　　(56) 　　　　長岡剣道会　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃

吉田　仁　　　(56)　　　　 新潟市剣道連盟　　　　　　京都市体育館　　　　　　　　　　　2022.05.02
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Q1. 昨年も堂々３位入賞ということで、取材では「剣Q1. 昨年も堂々３位入賞ということで、取材では「剣
道は技術だけで勝敗は決まらない。今回、自分に足り道は技術だけで勝敗は決まらない。今回、自分に足り
ないものが何なのかよく理解できた」とのことでしたないものが何なのかよく理解できた」とのことでした
が、 この１年間どんな思いで稽古に取り組み、また、が、 この１年間どんな思いで稽古に取り組み、また、
強化したところはどんな部分ですか？強化したところはどんな部分ですか？
▶ 去年は２年生で、無名だったこともあって３位に▶ 去年は２年生で、無名だったこともあって３位に
入賞することができたんです。それと調子が良かった入賞することができたんです。それと調子が良かった
だけと思うんです。技術というよりも今思えば、試合だけと思うんです。技術というよりも今思えば、試合
はその時の、自分自身の心境で大きく変わってくるとはその時の、自分自身の心境で大きく変わってくると
いうのが分かったので、その後、自分が負けた試合をいうのが分かったので、その後、自分が負けた試合を
何度も見て、こうすれば良かったとか、ここで弱気何度も見て、こうすれば良かったとか、ここで弱気
になったから打たれたんだなぁとか見えてきましになったから打たれたんだなぁとか見えてきまし
た。武道場で稽古するほかに、普段の生活や学校生た。武道場で稽古するほかに、普段の生活や学校生
活とかでも頑張ってる人に「運」が付いてくるとい活とかでも頑張ってる人に「運」が付いてくるとい
うじゃないですか？（笑）そう思って日常生活からうじゃないですか？（笑）そう思って日常生活から
しっかりしようと心がけました。 　去年全中に出てしっかりしようと心がけました。 　去年全中に出て
痛感したのは、県内だったら飛び込み面や出端面で痛感したのは、県内だったら飛び込み面や出端面で
割と通用するんですが、全国だと、相手に面を先に割と通用するんですが、全国だと、相手に面を先に
取られてから、こちらが小手を決めて巻き返すと取られてから、こちらが小手を決めて巻き返すと
いう試合が多くて…自分に足りないのは、思いいう試合が多くて…自分に足りないのは、思い
切った技、そして面だと思い、「全国に通用する切った技、そして面だと思い、「全国に通用する
面を！」をテーマに一年間かけて稽古しました。面を！」をテーマに一年間かけて稽古しました。
Q2. 全７試合中、延長戦が５試合もあり、「もうQ2. 全７試合中、延長戦が５試合もあり、「もう
いいや…」「十分だ…」と普通思うものですが、いいや…」「十分だ…」と普通思うものですが、
そこを乗り越えた理由を聞かせてください。そこを乗り越えた理由を聞かせてください。
▶ 意外と自分は延長戦が得意で(笑）、延長に持っ▶ 意外と自分は延長戦が得意で(笑）、延長に持っ
ていけば何とかなる？と楽観的な考えでいるのていけば何とかなる？と楽観的な考えでいるの
で、延長戦に入ると集中力が増すという感じなんで、延長戦に入ると集中力が増すという感じなん
です。どんなに泥臭くても格好悪くても、意地でです。どんなに泥臭くても格好悪くても、意地で

Q1. 昨年も堂々３位入賞ということで、取材では「剣
道は技術だけで勝敗は決まらない。今回、自分に足り
ないものが何なのかよく理解できた」とのことでした
が、 この一年間どんな思いで稽古に取り組み、また、
強化したところはどんな部分ですか？
▶ 去年は２年生で、無名だったこともあって３位に
入賞することができたんです。それと調子が良かった
だけと思うんです。技術というよりも今思えば、試合
はその時の、自分自身の心境で大きく変わってくると
いうのが分かったので、その後、自分が負けた試合を
何度も見て、こうすれば良かったとか、ここで弱気
になったから打たれたんだなぁとか見えてきまし
た。武道場で稽古するほかに、普段の生活や学校生
活とかでも頑張ってる人に「運」が付いてくるとい
うじゃないですか？（笑）そう思って日常生活から
しっかりしようと心がけました。 　去年全中に出て
痛感したのは、県内だったら飛び込み面や出端面で
割と通用するんですが、全国だと、相手に面を先に
取られてから、こちらが小手を決めて巻き返すと
いう試合が多くて…自分に足りないのは、思い
切った技、そして面だと思い、「全国に通用する
面を！」をテーマに一年間かけて稽古しました。
Q2. 全７試合中、延長戦が５試合もあり、「もう
いいや…」「十分だ…」と普通思うものですが、
そこを乗り越えた理由を聞かせてください。
▶ 意外と自分は延長戦が得意で(笑）、延長に持っ
ていけば何とかなる？と楽観的な考えでいるの
で、延長戦に入ると集中力が増すという感じなん
です。どんなに泥臭くても格好悪くても、意地で

も１本取ってやろうと燃えちゃうタイプなんです。取も１本取ってやろうと燃えちゃうタイプなんです。取
られなきゃ終わらないし、取れば終われるんだみたいられなきゃ終わらないし、取れば終われるんだみたい
な…とにかく打てるところを探しながら、相手の技をな…とにかく打てるところを探しながら、相手の技を
避けて避けて集中してました。避けて避けて集中してました。
Q3.７試合の中で一番苦しかった試合は？Q3.７試合の中で一番苦しかった試合は？
▶２回戦の下川選手 ( 広島県 ) です。県内では自分よ▶２回戦の下川選手 ( 広島県 ) です。県内では自分よ
り大きい人はあまりいないんですけど、長身でなかなり大きい人はあまりいないんですけど、長身でなかな
か自分のペースがつかめなくて苦労し、この試合は正か自分のペースがつかめなくて苦労し、この試合は正
直ヤバいかも…とさえ思いました。次は秋田の淡路選直ヤバいかも…とさえ思いました。次は秋田の淡路選
手で、小学のとき何度も戦いましたが、一度しか勝っ手で、小学のとき何度も戦いましたが、一度しか勝っ
たことが無いので、ここは何とか乗り切りたいというたことが無いので、ここは何とか乗り切りたいという
気持ちでした。最終的には相引き面で決まりました。気持ちでした。最終的には相引き面で決まりました。
Q4. ズバリ、優勝できた勝因は何でしょうか？Q4. ズバリ、優勝できた勝因は何でしょうか？
▶ ▶ あの日は本当に自分と向き合えた日でした。自分はあの日は本当に自分と向き合えた日でした。自分は

も１本取ってやろうと燃えちゃうタイプなんです。取
られなきゃ終わらないし、取れば終われるんだみたい
な…とにかく打てるところを探しながら、相手の技を
避けて避けて集中してました。
Q3.７試合の中で一番苦しかった試合は？
▶２回戦の下川選手 ( 広島県 ) です。県内では自分よ
り大きい人はあまりいないんですけど、長身でなかな
か自分のペースがつかめなくて苦労し、この試合は正
直ヤバいかも…とさえ思いました。次は秋田の淡路選
手で、小学のとき何度も戦いましたが、一度しか勝っ
たことが無いので、ここは何とか乗り切りたいという
気持ちでした。最終的には相引き面で決まりました。
Q4. ズバリ、優勝できた勝因は何でしょうか？
▶ あの日は本当に自分と向き合えた日でした。自分は

佐藤　愛海 選手（小針中学）
令和４年８月に北海道は釧路で行われた「第５２回全国中学校剣道大会」 において
女子個人戦で優勝。３位だった前年に顧問から「来年は北海道で一 緒に喜ぼう！
だから今はおめでとうは言わないよ！」と言われた言葉をそのとおり実現させました。
今大会を振り返りますと地区大会７勝し、県大会で６勝、
北信越大会で５勝、全中で７勝！で負け無しの２５連勝はこの先もきっと破られない記録でしょう。
しかし、そんな彼女でも試合で緊張すると「自分は強い！自分は強いんだ！」と
ブツブツ自分を鼓舞する言葉を発するんだとか。インタビューには、すごく明るく話してくれました。

快挙　全中個人優勝！！！

佐藤  愛海
佐藤  愛海
淡路  咲来
窪田  咲姫
佐藤  愛海
佐藤  愛海
佐藤  愛海

1回戦
2回戦
3回戦
4回戦
準々決勝
準決勝
決勝

（小針） 新潟
（小針） 新潟
（勝平） 秋田
（翔洋） 静岡
（小針） 新潟
（小針） 新潟
（小針） 新潟

（日体大桜華） 東京
（古田） 広島
（小針） 新潟
（小針） 新潟
（富雄） 奈良
（宝達） 石川
（植田） 愛知

関寺  菜月
下川百合葉
佐藤  愛海
佐藤  愛海
本島  美優
古本  純莉
小林  心乃

コ
メ　メ

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

　　   メ
延長　メ
延長　　
延長　メ
　　　メ
延長　ド
延長　メ
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気持ちが全部剣道に出ちゃうんですよ。対戦相手に弱気気持ちが全部剣道に出ちゃうんですよ。対戦相手に弱気
になればそれが出てしまうんです。動きは決していいとになればそれが出てしまうんです。動きは決していいと
いう日ではなかったんですが、集中できた日でしたね。いう日ではなかったんですが、集中できた日でしたね。
Q5. 小針中学校での部活で学んだことは何でしょうQ5. 小針中学校での部活で学んだことは何でしょう
か？また、部には初心者も多いと聞きましたが、どうか？また、部には初心者も多いと聞きましたが、どう
支えあって優勝にこぎつけたのか教えてください。支えあって優勝にこぎつけたのか教えてください。
▶ ▶ びっくりするくらい初心者が多いんです。団体戦も びっくりするくらい初心者が多いんです。団体戦も 
私と石井さんの経験者に初心者３人を挟んでるという組私と石井さんの経験者に初心者３人を挟んでるという組
み方なんですが、一から教えるという中で、自分の経験み方なんですが、一から教えるという中で、自分の経験
したことを全て伝えるわけです。それが部員に定着し、したことを全て伝えるわけです。それが部員に定着し、
普段雑にしていた部分を自分がお手本にならなきゃとか普段雑にしていた部分を自分がお手本にならなきゃとか
思うようになりました。また、代表戦に持ち込まなくて思うようになりました。また、代表戦に持ち込まなくて
は勝てない…という場面があり、そういう戦いの中で は勝てない…という場面があり、そういう戦いの中で 
自分は精神的にも粘り強くなった気はしています。自分は精神的にも粘り強くなった気はしています。
Q6. 吉田　新先生とのこと、試合中のことなど、何かQ6. 吉田　新先生とのこと、試合中のことなど、何か
エピソードがありましたらお聞かせください。エピソードがありましたらお聞かせください。
▶ 吉田先生には「剣道ノート」を毎日提出してるんで▶ 吉田先生には「剣道ノート」を毎日提出してるんで
すが、昨年全中３位でそのノートに「まだおめでとうすが、昨年全中３位でそのノートに「まだおめでとう
とは言いません。来年の 北海道で一緒に日本一になりとは言いません。来年の 北海道で一緒に日本一になり
ましょう」みたいなことを書いてくださって、「よし！ましょう」みたいなことを書いてくださって、「よし！
ここから１年頑張ってやるぞ！」と思いましたね。でここから１年頑張ってやるぞ！」と思いましたね。で
も、練習試合では今まで感じたことのないプレッも、練習試合では今まで感じたことのないプレッ
シャーもあり、悔しくて不安で泣いた時もあったんでシャーもあり、悔しくて不安で泣いた時もあったんで
すが、そんな時「今は負けてもいい」という言葉もかすが、そんな時「今は負けてもいい」という言葉もか
けていただき、部員の支えと先生方の支えがありここけていただき、部員の支えと先生方の支えがありここ
まできました。まできました。
Q7. 剣道を始めた年齢と、きっかけを教えてください。Q7. 剣道を始めた年齢と、きっかけを教えてください。
▶ ▶ 自分ではよく分からないですが、２～３歳と聞いて自分ではよく分からないですが、２～３歳と聞いて
ます。姉と兄が仁智館道場通ってたんで、その傍で自分ます。姉と兄が仁智館道場通ってたんで、その傍で自分
は寝ていたかもしれませんね。気付いたら始めてました。は寝ていたかもしれませんね。気付いたら始めてました。

Q8. 目標とする選手、あこがれの選手は？
▶ 目標は姉です。剣道に対してストイックで、人とし
ても選手としても尊敬しています。憧れは '１９年女
子日本一の松本弥月選手です。初めて動画を見て直感
でかっこいいと思い、自分もこうなりたいと思いまし
た。自分を日本一になりたいと思わせるきっかけに
なった人ですね。
Q9. 将来の目標を教えてください。
▶ まずは高校での個人戦、団体戦全国優勝です。高校
４大タイトル（高校選抜・インターハイ・魁星旗・玉
竜旗）制覇を目指したいと思っています。

佐藤　愛海
（新潟市立小針中学校３年） プロフィール　
平成１９年 4 月生まれ 姉、兄の３人姉兄
主な戦績：全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会
　　　　　（小学６年・中学３年）他
座右の銘：自恃（じじ）（松本弥月選手の言葉）
得 意 技 ：面
趣　　味：スポーツ観戦

幼い頃からのライバルでもある小針中 石井あいらさん
①普段の愛海さんはどんなお人柄ですか？
▶ 愛海は部長をしています。普段は明るくて、ブ
レない気持ちを持っているんですね。決めたもの
はやり遂げるまで自分の中では許さないというよ
うな人です。
剣道部顧問の吉田　新 教諭
①彼女の強さはどういったところでしょうか？
常に高みを目指して努力できるところです。全国優
勝してもおごることなく現在も稽古に励んでいます。

気持ちが全部剣道に出ちゃうんですよ。対戦相手に弱気
になればそれが出てしまうんです。動きは決していいと
いう日ではなかったんですが、集中できた日でしたね。
Q5. 小針中学校での部活で学んだことは何でしょう
か？また、部には初心者も多いと聞きましたが、どう
支えあって優勝にこぎつけたのか教えてください。
▶ びっくりするくらい初心者が多いんです。団体戦も 
私と石井さんの経験者に初心者３人を挟んでるという組
み方なんですが、一から教えるという中で、自分の経験
したことを全て伝えるわけです。それが部員に定着し、
普段雑にしていた部分を自分がお手本にならなきゃとか
思うようになりました。また、代表戦に持ち込まなくて
は勝てない…という場面があり、そういう戦いの中で 
自分は精神的にも粘り強くなった気はしています。
Q6. 吉田　新先生とのこと、試合中のことなど、何か
エピソードがありましたらお聞かせください。
▶ 吉田先生には「剣道ノート」を毎日提出してるんで
すが、昨年全中３位でそのノートに「まだおめでとう
とは言いません。来年の 北海道で一緒に日本一になり
ましょう」みたいなことを書いてくださって、「よし！
ここから１年頑張ってやるぞ！」と思いましたね。で
も、練習試合では今まで感じたことのないプレッ
シャーもあり、悔しくて不安で泣いた時もあったんで
すが、そんな時「今は負けてもいい」という言葉もか
けていただき、部員の支えと先生方の支えがありここ
まできました。
Q7. 剣道を始めた年齢と、きっかけを教えてください。
▶ 自分ではよく分からないですが、２～３歳と聞いて
ます。姉と兄が仁智館道場通ってたんで、その傍で自分
は寝ていたかもしれませんね。気付いたら始めてました。
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■大会結果報告
（詳しくは新剣連ホームページをご覧ください。）

第 14回　全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 とき：令和４年７月１０日（日）
会場：日本武道館

新潟県
▷2 回戦　
   敗退（１回戦シード） ０（０） ー ６（１０） 愛知県 

第62回　新潟県中学校剣道競技大会 とき：令和４年７月１６日（土）～１７日（日）
会場：謙信公武道館

1　位　　　  上越市立城東中学校　　　    2　位　　　   新潟市立小針中学校
3　位　　　  長岡市立北辰中学校　　　    3　位　　　   燕市立燕中学校

▷男子団体戦

▷女子団体戦 1　位　　     燕市立燕中学校　　　　       2　位　　      新潟市立石山中学校
3　位　　     新潟市立小針中学校　　       3　位　　      魚沼市立小出中学校

▷男子個人戦 1　位　    金澤　  心        石山中　          2　位        石井　隆大         小針中
3　位       目黒　駿平　    湯之谷中　       3　位        乙川　大地         小針中
5　位       櫻井   陽大　    燕中                5　位        倉部　恵多         北辰中

▷女子個人戦 1　位       佐藤　愛海　   小針中　　        2　位　    櫻井あゆ未           燕中
3　位       笠井　由奈　   刈谷田中　        3　位　    石井あいら　       小針中
5　位       中村　美月　   村上第一中　     5　位　    信田　萌果　       本丸中

第52回　全国中学校剣道大会 とき：令和４年 8月 19日（金）～21日（日）
会場：湿原の風アリーナ釧路（ウインドヒルくしろスーパーアリーナ）

  優勝！
2回戦惜敗
3回戦惜敗
1回戦敗退
Jブロック敗退
Aブロック敗退

▷個人戦　女子
　　　　　女子
▷個人戦　男子
　　　　　男子
▷団体戦　女子
　　　　　男子

佐藤　愛海　                         小針中
櫻井あゆ未                　         燕中
金澤　　心　                         石山中
石井　隆大　                         小針中
            燕市立燕中学校
            上越市城東中学校　

成年女子、少年男女共に３位以上の成績は残したもの残念ながら本国体出場を逃しました。

第43回　北信越国体剣道競技 とき：令和 4年 8月 22日（月）
会場：福井県立武道館

１ 位　  石川県

２ 位　  新潟県

３ 位　  長野県

４ 位　  富山県

※ 福井県は棄権

１ 位　  石川県

２ 位　  富山県

３ 位　  新潟県

４ 位　  福井県

５ 位　  長野県

１ 位　  石川県

２ 位　  新潟県

３ 位　  福井県

４ 位　  長野県

５ 位　  富山県

▷成年女子リーグ戦 ▷少年男子リーグ戦 ▷少年女子リーグ戦
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第61回　全日本女子剣道選手権大会 とき：２０２２年０９月０４日（日）
会場：ジェイテクトアリーナ奈良

諸岡　温子
（２２）

第77回　国民体育大会（成年男子） と　き：令和４年１０月４日～５日（成年男子）
会　場：ユウケイ武道館（栃木県総合運動公園武道館）

野　瀬　　　　  坂　爪　　　　  廣　瀬　　　　　  磴　　　　　 高　橋
メ メ                   ド 　　　　　                         メ メ  
               メ コ　                 　                                       メ △
星　野 　　　　 上　野　　　　  堀　越　　　　  茂　木　　　　 石　原

▷１回戦

▷２回戦

第17回　全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会 とき：2022年 9月 18日 ( 日 )
会場：おおきにアリーナ舞洲 (大阪市 )

新　潟　　            ０　　               ー　　               ４　　           大　阪 A
新　潟　　            ０　　               ー　　               ４　　           熊　本

新　潟　　            ０　　               ー　　               ２　　           長　崎
新　潟　　            ２　　               ー　　               ０　　           岡　山

▷小学生団体
　予選リーグ敗退

▷中学生団体
　予選リーグ敗退

▷ １回戦

▷ ２回戦　岩手に惜敗

新  潟  ２（５） ◯

 新  潟　１（２）△

先　鋒　　　　  次　鋒　　　　  中　堅　　　　  副　将　　　　 大　将

野　瀬　　　　  坂　爪　　　　  廣　瀬　　　　　  磴　　　　　  高　橋
   メ                                                                  メ  
  メ ド              コ メ                コ コ                                          メ
山　口　　　　 菅　野　            松　沢　           菅　崎　           安　達

先　鋒　　　　  次　鋒　　　　  中　堅　　　　  副　将　　　　  大　将

群  馬  ２（３）△

岩  手　４（７）◯

延長  メ  ー

延長  ー  メ

相場　葵
（２２）

新潟
（三段）

相場　葵
（２２）

新潟
（三段）

山田　あい
（２６）

鳥取
（四段）

東京
（三段）

本県からは相場　葵選手（地蔵堂剣士会）が出場しましたが、惜しくも 2回戦敗退でした。

×



医療法人

社会福祉法人

昴（すばる）
☎025-288-5609

ゆきよし とやの  ☎025-280-0039
ショート
ステイ

介護保険施設・短期入所
障害福祉サービス事業所・短期入所

介護保険施設
特別擁護老人ホーム

楽いちデイサービス  ☎025-382-1001
介護保険施設・通訳介護

ゆきよし  　  ☎025-288-5609ケアプラン
居宅介護支援事業所

ゆきよしクリニック  ☎025-382-3450

整形外科・リハビリテーション科・訪問看護ステーション
訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション

らぽーる新潟

豊潤舎

☎025-381-8113

機能訓練，生活訓練，就労移行支援，生活介護
施設入所支援，短期入所，日中一時支援

新潟県障害者リハビリテーションセンター

http://www.rnhj.jp
理事長　荻荘 則幸

名誉会長　齋藤　榮
会　　長　斎藤　博司
副 会 長　鈴木　和彦

新発田市
剣道連盟

理 事 長　長谷川　敏
事務局長　大竹　紀明
副事務局長　渋谷　伸一

https://www.shibata-kenren.com

〒943-0804
新潟県上越市新光町3-12-31
TEL.025-545-1227/FAX.025-545-1228
http://www.rs-rental.com

株式会社
レンタルサービス
マスコット
けんしん君

仮設ハウス・仮設トイレ・建設機材・
式典イベント・

事務用品リース仮設用品、
小型機器、安全用品のレンタルなら
（株）レンタルサービスへ
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第70回　新潟県剣道大会 主催：（一財）新潟県剣道連盟
主管：小千谷剣道会
後援：小千谷市教育委員会・小千谷スポーツ協会

第70回　全日本剣道選手権大会 とき：令和４年 11月３日（木・祝）
会場：日本武道館

第70回　全国青年剣道大会 主催：公益財団法人全日本剣道連盟、日本青年協議会
　　　一般財団法人日本青年館、東京都
後援：文部科学省、公益財団法人スポーツ協会他

団体 36歳以上　 五泉市剣道連盟　 豊栄剣道連盟
団体35歳以下　 新潟県警察剣道連盟　  糸魚川剣道連盟
団体高校男子　 上越市剣道連盟　 新潟市剣道連盟
団体高校女子　  新潟市剣道連盟　 上越市剣道連盟
団体一般女子　  新潟市剣道連盟　 五泉市剣道連盟
個人60歳以上    樋口  秀夫 （十日町）    中村  茂樹（新潟）
個人 50歳 代    木津  博文  （加茂）    町田  一越 （新潟）

矢野　貴之（東京）五段

▷ 男子団体（5人制）
　２回戦惜敗

▷ 女子団体（3人制）
　１回戦惜敗

▷ 男子個人戦
　４回戦（ベスト16）

種　目　　        優　勝　　       準　優　勝

とき：令和４年（2022年）10月 23日（日）
会場：小千谷市総合体育館

種　目　　        優　勝　　       準　優　勝

個人40歳 代　 地濃  文央（五泉）   宮田  和寛 （上越）
個人 30歳 代　 國弘  洋右（上越）   猪田  達也 （新潟）
個人 20歳 代　 捧　  洋太（県警）   井部  友博 （上越）
個人 10歳 代　 長谷川秀馬    （三条）   板垣  航太   （新潟）
個人高校女子    中山妃奈子  （上越）   長澤  彩紗  （上越）
個人一般女子    山中   秋乃  （県警）   風間  達子 （五泉）

▷ １回戦　惜敗 ー　コ　コ吉田　新（新潟）五段

新潟県              ２（３）          ー          ３（４）              奈良県

福岡県 　　　　 ３（４）          ー          ０（０）              新潟県

とき：令和 4年 11月 12日（土）～13日（日）
会場：東京武道館

内藤　真登（新潟県）村田　雅俊（愛知県） メ ー
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館　長 山田 義雄
副館長 加藤 治
副館長 石澤 聡

https://kyoeikan.jimdo.com/
090-8683-6033加藤まで

技を通じ、心を磨く場技を通じ、心を磨く場
道場で本格的な剣道を学びませんか道場で本格的な剣道を学びませんか

園児から大人まで楽しく活動中！初心者大歓迎！園児から大人まで楽しく活動中！初心者大歓迎！

〒940-0816
長岡市東片貝町 1342-33
TEL: 0258-35-1022

久武館剣道場武館剣道場

https://peraichi.com/landing_pages/view/sakuraken

館長 渡辺 久雄館長 渡辺 久雄

武道具用品 製造・販売

〒950-0961
新潟県新潟市中央区東出来島11-18
TEL:025-256-8991
FAX:025-256-8243
https://kenshindoubudougu.com

活 動 日
■月・金曜日19時 30分～
　十日町市武道館 剣道場
■毎週木曜日20時～
　なかさとアリーナ 剣道場

〒950-0207 新潟市江南区二本木 5-9-8
TEL :025-382-6670
FAX:025-383-5332

代表取締役　荻荘　誠

SAKURADENKI
（有）さくら電気

Electrical   Installation  and  Construction

第34回　ねんりんピックかながわ2022

　　　　　　　 令和 4年度　剣道有功賞受賞者
品田　賢一（72）新潟剣道連盟　新潟県剣道連盟居合道部会指導委員

令和4年度　少年教育奨励賞受賞団体
糸魚川葵剣士会

とき：令和４年 11月 12日（土）～14日（月）
会場：厚生労働省　神奈川県　伊勢原市他

共催：スポーツ庁
主管：神奈川県剣道連盟
後援：公益財団法人全日本剣道連盟

予選リーグ 13ブロック（新潟県は５チームリーグ内２試合）
先鋒   次鋒   中堅   副将  大将 本数/勝数 勝敗チーム名

中
西

原
田森麦

田
小
嶋

遠
山

田
中

天
井

石
澤

樋
口

ド
メ

ド
コ

コ
メ

愛
知
県

新
潟
県

4
2

紅

白
4
2

コ
コ

コ
コ

×

×

予選リーグ 12ブロック（新潟市は４チームリーグ内２試合）

先鋒   次鋒   中堅   副将  大将 本数/勝数 勝敗チーム名

澤梅
野

三
宅

深
野

上
野

遠
山

田
中

天
井

石
澤

樋
口

メ
コ

福
岡
市

新
潟
県

5
2

紅

白
6
2

メ
メ

メ
メ

メ メ

メ

先鋒   次鋒   中堅   副将  大将 本数/勝数 勝敗チーム名

前
田

吉
田

古
田

安
江

小
池

メ
メド

3
1

紅

白
6
2

メコ
メ × ×

メ

メコ

コ

先鋒   次鋒   中堅   副将  大将 本数/勝数 勝敗チーム名

一本勝

谷
矢

小
山

坂
田

本
田

河
津

廣
川

内
山

青
柳

小
柴

高
橋

廣
川

内
山

青
柳

小
柴

高
橋

メ
コ

福
岡
県

岐
阜
県

新
潟
市

新
潟
市

4
2

紅

白
1
0

×××

コ
メ

会　長  根津  勝
   理事長  根津  雅之　事務局  勝又 桂子



新潟県剣道連盟のQRコードです。
ご利用ください。

新潟県剣道連盟会報　第110号
令和 5年 1月　吉日　発行

事務局　〒950-0982　新潟市中央区堀之内南 3丁目 1-21 北陽ビル 2F
TEL：025-384-4784　FAX：025-384-4794
https://niigata-kenren.com/

https://riai.us/gosen/

https://first4976.wixsite.com/tasuketai

五泉市剣道連盟
会長 帆苅 達郎/事務局長 渋谷 豊彦

〒950-0911 新潟市中央区笹口1-1 プラーカ１・２階 http://plaka-nakamura-clinic.skr.jp

［内科・消化器科・乳腺科・肛門科］医療法人社団  五惠会　理事長  中村茂樹

プラーカ中村クリニック
あきはクリニック

TEL:025-240-0426／ FAX:025-240-0908

患者様に共感する心

代表　山田　 久仁彦
〒950-2022

新潟市西区小針6-68-6
TEL/FAX:025-311-6316

武道具販売 
飛翔堂 便利屋たすけ隊

携帯 090-9980-2313

住まいのお悩みはお任せください。

不用品回収、不用品買取、洗濯機クリーニング
エアコンクリーニング、住宅リフォーム工事等

https://showa.jimdosite.com/

〒950-0923  
新潟市中央区姥ケ山6-14-16
TEL :025-287-0540 
FAX:025-287-6536

株式会社 尚和
代表取締役　石栗　久

実績に自信
型枠大工のスペシャリスト集団

！！

中古防具買い取りいたします！！

〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山5-14-40　TEL/FAX:025-286-2629（有）看板の上野
看板と営繕　の上野新　築

増改築
修　繕
模様替等

090-3647-4126携帯

取締役
上野　健一

【 クイズの答え　Q1: B　Q2 : B　Q3 : A　Q4 : C　Q5 : B　Q6 : A　Q7 : B　Q8 : A　Q9 : B　Q10 : C 】

剣連ホームページをリニューアルしました！
スマートフォンやタブレットにも対応！見やすいようにシンプルに作成しました。
引き続き皆様のお役に立てるHPにしていきたいと思います。

クイズ  わかるかな？  君は審判員になれるかな？
2. 留意事項 …(     ) にあてはまる熟語を考えてみましょう。
Q6. 服装を (     ) にすること。  A. 端正　B. 清潔　C. 適正
Q7. 姿勢・(     )・所作などを厳正にすること。
　　　　　　　　　　　　　   A. 行動　B. 態度　C. 言動
Q8. (     ) が明晰であること。   A. 言語　B. 行動　C. 態度
Q9. 数多く (     ) を経験し反省と研鑽に努めること。
　　　　　　　　　　　　　   A. 試合　B. 審判　C. 監督
Q10. 良い (     ) を見て学ぶこと。
　　　　　　　　　　　　   A. 試合　B. 指導者　C. 審判

１. 一般的用件 …(     ) に当てはまる熟語を答えてみましょう。
Q1. (     ) 無私であること。　 A. 公正　B. 公平　C. 構成
Q2. 試合・審判規則・(     ) 要領を熟知し、正しく運用できること。
　　　　　　　　　　　　　   A. 審判　B. 運営　C. 試合
Q3. (     ) に精通していること。A. 剣理　B. 試合　C. 剣道
Q4. (     ) 技術に熟達していること。
　　　　　　　　　　　　　   A. 剣道　B. 試合　C. 審判
Q5. (     ) で、かつ活動的であること。
　　　　　　　　　　   A. 躍動的　B. 健康体　C. 自然体

 ー 審判員の心得 ー

今号の編集後記はお休みしました。


