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第46期 卒業おめでとうございます！！

大型で強力な先輩たちに憧れて入学・・・。

自分達の不足に悩みながら

学校も変革期を迎え・・・先生も変わり・・・

変化と変化に自分を活かして挑み続けた練磨の日々・・・

シード校を倒し、コート決勝まで残った全国予選・・・

大学受験も終え、晴れて迎えた卒業式

あの日よりも とびきりの笑顔で～す。

「ちょっと素敵な仲間たち・・・2013」



平成24年度千葉県北部地区剣道選手権大会
平成２５年１月２０日（日）

去年の北部大会を思い出したー。Ｎ先輩が勝ち残った事と、女子の先輩達もいい試合を

展開していたこと。もうあれから丸１年たったのか！と想像以上の速さに驚いて、今年は

去年よりどれだけ成長しているのかって気になった。 勝つとかというよりは、ただ自分

で納得いく試合がしたいと思った。

男子１回戦：コ擦上げメン！ 女子１回戦：本校の上段選手

男子１回戦：出メ（good！） 女子２回戦：片手ツキ！！？

最初の相手はＲＫ高校の選手。戦術も決まっていた。意識することは、二つ。試合が始

まってすぐに調子がいいなと思った。いつもより柔らかい構えができていたと思う。遠間

から中心を攻めると相手はすぐに小手を打ってくるので、それならとすりあげて面を打っ

た。綺麗に入ったと思う。しかし、そのあとこの一本を守ろうとして焦り、手元を何度も

あげてしまった。落ち着いて一本目と同じように攻めると相手はまた小手を打ってきたの

で同じようにすりあげで面を打ちました。

二試合目はＣＧ高校の選手。ＣＧ高校には手元を上げたらすぐに小手を打たれてしまう

と思い、いつもより剣先も低くと意識した。この試合は自分でもかっこよく出来たと思う。

構えも落ち着いて中心を取れていたと思う、一試合目と同じように小手すりあげ面を二本

綺麗に決めました。

三試合目はＳＫ高校の選手。この試合はとても緊迫したものだったと思う。攻めても相

手はなかなか出てこないし、私もいきたいところを我慢して狙っていった。しかし、延長



戦に入り、段々と自分が小さくなっていく様な感じがして我慢しきれずに小手を打ってし

まい合い小手面を打たれた。

毎日緊迫した中で稽古を積んできたのに、この様な試合の展開で我慢が足りずに負けるの

は悔しい。三試合共さがらずに陣地を守ることはできたと思う。

上段に対してしっかり戦えた。そして、うちの上段は綺麗だと思った。手ごたえも感じら

れたし･･･ただ、手元挙げてしまったのはまだまだ･･･悔しさというか疑問と言うか…も残

った。

帰宅時に聞いた話で、 「試合だから…！」「○○先生と稽古だ…！」っていう時の気

持ちの入り方が違う・・・・・とのことが関係しているのではないかと思った。

毎回事ある毎に、「今日は○○だ！」 って，テーマを決めて、そういう心もちでやるよ

うにしているつもりではあるが、でもまだ何か足りないのだろうなと思った。気持ちの持

っていき方みたいな｡今日の一試合目も､よく言えば“緊張して固くなったりしなかった”

とかいえるけど、変に冷静になっている自分がいる気がした。思っていることがパワーに

ならない・・・。



平成25年1月4日（金） 初稽古

今日は初稽古。年末、冬季合宿がまさかの展開（部員のインフルエンザで活動停止･･･）

年が明けて･･･去年は先輩たちが何人かお見えになったな･･･一年の目標みたいなのを一人ずつ言っ

たような･･･。何にしてもきっと地稽古をやれるだろうから、まずは最初に先生といい稽古をしていい

１年を始めよう･･･「うん！」と思った。

朝、学校について、「Ａ先輩がいたよー」と聞いて、「やりたいというよりかは、ぱっと、先輩方の

稽古を見たい」と思った。それでも「年始に先生との稽古を一番に」と･･･。構えたときの緊張感がい

い。何かワクワクしたＫ先輩との稽古は、何本か相打ちにできたり、仕掛けメがおしかったりしたけ

ど、何本も打たれた。先輩のメンは綺麗！

初めてお見えになったＫ先輩は、どんな稽古をするんだろう…とまず思った。Ａ高…Ｎ先生の息子

さん…Ｓ先輩…。構えがきれいで、やっぱりメンが速いと感じた。ちょっとさがってしまったところ

を連打であっというまに打たれてしまった。



兄弟のＳ先輩とＫ先輩は、ちょっと雰囲気はちがうけれど、構えがぴっとしていて力ははいってな

いようにみえるけど、剣先が鋭いかんじがして、すごいなと思った。Ｓ先輩は、私が気をゆるめてし

まった瞬間に、一気にスピードが上がってスターンというメンがきた。

最後、切り返しとメン打ち。

切り返しのとき先輩と組めたので、切り返しをちゃんと見ておかなきゃ！

先生が大人になるまで、探し続けてやっと会得したものを私たちは「今」学んでいる…と言う話があ

った。

「いいことかどうかは分からない･･･出来るようになったときにすべては分かるんだけどね」

でも、自分達にはそれを実際にみせてくれる先輩達がたくさんいる･･･今年は、目標のメンを打って勝

てるようになりたい。



平成24年度千葉県高等学校新人剣道大会

１１月２５日（日）船橋アリーナ

茨城のＮ先生から、ＤＶＤとお手紙、そしてパンフレットに書き込んだ試合の寸評が送

られてきました。

＜二回戦：対 県立船橋＞

試合前に打ち合わせ？する先鋒、中堅選手

二回戦の勝利を引き寄せた上段からのメン！（公式戦初）

大将：お家芸の出コテの上からメン！！

三回戦前の選手と先生方（自分達で錬る）



＜三回戦：対 成東＞

三回戦：先鋒のメン！先取（緒戦では一年生に助けられたので･･･）

三回戦：中堅戦のメン！（中盤、仕切り直しの後に綺麗に決まる）

三回戦：副将のメン！（このメンに旗が一本上がったが･･･）

緒戦、自分達のしてきたことを出そうとするそれぞれの思いが感じられました。しかし、

それが上手くいかずに苦労する姿、相手が同じような剣道をやってきている訳ではないか

らうまくはいかない。でも徐々に自分のすべき事を取り戻していく姿に『どんな思いで局

面を切り開いているのであろうか･･･？』と考えさせられました。

「心の強さ」を感じると同時に「自分にそれができる？」と自問しました。

自分にとっての大舞台でそれを表現できた時の充実感をどうか感じてください。

周囲の方々も「そこっ！」と思う時に出ていける皆さんの凄さを感じていたはずです。



Ｎ先生は、稽古にお見えになった時、いつも私たちを褒めてくださいます。

ただ、褒めてくださるだけではなく、自分に嬉しいところを褒めてくだる素敵な先生です。

試合会場では中澤先生だけではなく、多くの先生方に声を掛けて励ましてもらいます。

三回戦が始まる前に試合場脇で待機しているときに

二階席から「先生、先生･･･駒崎先生」と声がかかって振り返ると子供連れのシャッキと

した女性がいらっしゃいました。

先生が「Ｍ先輩だよ」って･･･。

「話に聞きvideoや本で拝見していたBigな先輩です･･･初めてお目にかかりました」

試合直前に、みんなニコニコ顔になってテンション上がりまくりです。

「先輩方に笑われないようにしなきゃ･･･」

そんな思いが、パワーを生んでくれるのです。

４人のチームでBest１６を目指しました。

そして習志野さんとやりたかった。

あと一本！

「私が、あと一本取ってくれば･･･」

「私が、あそこで出なければ･･･」

先生は言います。

「それは、違うのではないかな･･･。Bestな展開だった･･･。」

今回は、親が見に来てくれて

「格好いいよ」

って、最高の褒め言葉です。

４人で試合に出るのは不安がなかったわけではありませんが、終わってみたらやってきた

ことが間違いではなかった自信になりました。



千葉県高等学校剣道新人大会 １１月２４日（土）船橋アリーナ

1回戦 印旛明誠 次鋒：仕掛コテ！ 1回戦 中堅：荒れて試合も冷静にコテ！

1回戦 中堅：二本目開始後にメン！（旗が･･･？） 2回戦：試合前の面々。

1回戦：副将戦 初太刀に綺麗なメンが出る。 2回戦：力強いメンが持ち味。

今日の新人戦では、次鋒として試合にでました。先鋒は不戦勝で相手にとられているので、

負けられないポジションだとおもいます。

一試合目は印旛明誠高校とでした。初戦なので緊張してしまい、足も声もなかなか出す

ことができませんでしたが、相手の手もとが上がるところを小手でとることが出来ました。

試合が終わり、駒崎先生に言われるまで、間合いが近くなっていたことに気がつきません

でした。それほど、まわりが見えてなかったのだなとおもいました。

私は、相手に自分が面ばかり打っていると思われない試合をしようと心がけました。一

試合目は、最初相手の小手を受けた時に、勝てるかもしれないと感じました。なのであま



り慌てることなく、しっかりと面を打てました。そのうち胴を狙われはじめ、かなり危な

いことがあったので、小手に挑戦したり、面のタイミングを変えたりと、出来る限り同じ

面を打たないようにしました。結局、勝つことは出来なかったのですが、自分なりに良い

試合だったと思います。

二試合目は八千代松陰高校との試合でした。初太刀に相手が構えた直後に面に出てきま

した。そこで、「あっ！」と思ってしまったところで焦ってしまい、見え見えの面に出て、

返し胴をもらいました。初めから狙っていたようでした。

「それに気づかない･･･言われれば分かることを･･･。まして、それでも打ち抜くようなメ

ンを持っているはずなのに･･･」

私が期したものはこの二点から始まるはずでした。それでも今回は胴を取られてから少し

冷静になれました。その点は今までとは違い評価できます。いいコテを打ったり、引き胴

も惜しかったと思います。惜しい技からの展開、新たに手を打つことが出来ず、同じ技の

パターンを出してしまったのが悔やまれます。

先生は、

「負けるにしても、２-３か１-３ではないのか？」

「次鋒は立ち上がりの一発以降は、よく戦っていた。取れる展開になりかかった場面もあ

った。中堅は、気迫十分でよく攻撃していた。お互いがひととおりの攻撃をしてからの戦

い方で勝負が変わってしまった。その評価を自分でできなくてはならない。負けたからと

いって「ダメ出し反省」している必要はない。明日、強くなればいい」

と話されました。



全国高校サッカー選手権大会

千葉県予選準決勝観戦＜市船対流経柏＞

11月11日(日) 柏の葉競技場、サッカーを見に行くのは初めてだった。

TVでも父が見ているくらいで私はほとんど見たことがない。

それにルールも「ボールをゴールに入れたら一点」くらいしかわからず、フォアード？

コーナーキック？ 今日もわけのわからない言葉がたくさんあったが見ていて十分楽しむ

ことができた。父も見たいと言ったので一緒に見に行った。父はサッカーが好きなのでか

なり楽しんでいた。後ろ座っていたのが会話的に八千代高校の先生のようで、隣りの人に

解説していたので、誰がキャプテンだとか強いと去年からレギュラーとか･･･ 少しその解

説を頼りに見ることができた。

試合前の練習のときヘディングや私たちが体育でやっている三人で真ん中に鬼みたいな

人がいてボールをとろうとするものもやっていた。レベルも違うがあのようにやったらい

いのか･･･なんて思った。

残念ながら一点目のゴールは前に丁度人が来て見えなかった。

市船のキーパーが二度くらいボールを阻止していたのには鳥肌がたち、キーパーが守護神

と言われる意味がわかった。丸いボールをいとも簡単に足に吸い付くようにして前に進ん

だり、自由自在に思う方向に出したり、予想を遥に越えてすごくて感動した。

あとここでも距離とタイミングの大切さがわかった。一回、流経側がゴールの横からボ

ールけったとき一人が頭でゴールの方にボールをあてた？けった？しかし少し、ほんの少

しだけタイミングがずれてゴールにはならなかった。後ろにいた人の解説でも「あれー！

ゴール出来たなぁー」

前半のわりと早い時間に一点目を入れて、前半の後半からは流経のペースだったけど、

あそこまで粘ったのだから守り抜きたかっただろうに同点弾をもらった。あと３分を切っ

ていたのに･･･剣道であと何秒というところで取り返されるのを思い出した。

選手たちの空間把握能力はすごいと思う。あの広い試合場で、自分がいる位置、相手が

いる位置、ボールがくる位置…距離感。サッカーって剣道と同じところが結構ある…距離

感もそうだし、相手を抜くときには相手を観察するし、流経は攻めていて、惜しいのがい

っぱいあったけど、中々それを決められない…あの一瞬をつくのは難しい。剣道は一対一

だけどサッカーは大勢の人間を把握しておかなければならない。

そしてPK戦で勝ち。流経柏のキーパーが冴えまくっていた。しかも、PK戦のために出場

して来たみたいで･･･。まるで漫画やドラマみたいだー！

サッカーを全然知らない私でもこんなに感動したんだから！

気持ちって伝わるんだなぁ。いやぁ…見て良かった。



１０月１４日(日) 光先輩・理先輩来校

＜先輩の高校時代、試合中に放ったメンです＞

中間テスト前最後の日。

私が稽古を再開してちょうど２週間。１週間目は中澤先生、２週間目は栗山先輩たち。

自分が戻ってきているか？更に強くなっているか？自分がどこまで通じるか。確認できる

いい機会。こうやって大先輩方が練習に来てくれるのは、本当にありがたいこと。

剣道でも中間テスト！！

先生と中澤先生との稽古はすごいと思った。綺麗だなあ…。

足幅が変わらない。最大に開いていた引きコテの時も、膝が曲がらない・腰が落ちない。

メンを打つのも引き技を打つのも、同じ「打つ」という動作で、それが前に行くか後ろに

行くかというだけなのだから、足幅がコロコロ変わるほうがおかしい。でも私は、その日

その時によって足幅が変わっている気がする。理先輩のメンは、駒崎先生が言ってること

がそのまま形になっているんじゃないか。教え子（弟子）なんだなぁと改めて思った。

力強くダーンッ！と打っているわけではない。力が抜けていて、体の芯から（軸がぶれず

に）、真っ直ぐ前に。メンに飛び込んでいるわけではないのに届く。伸びる。余計なものが

一切無い。本当に必要なもの（動作）だけが詰まっているから、あんなに綺麗なんだと感

動した。トーンッ という感じのメン。私たちの中では、幸がそれに近い気がする。

今日は２回、理先輩に３本勝負形式でかからせてもらえた。

理先輩に練習の後、「あのメンは、狙って打ったの？」と聞かれた。

「大学でもそういう事があるのね。」話された。

「あなたは、メンでもっと強くなれる。」と言われた。

学校生活は充実しています。剣道ではもっと心の持ちようとか、メン打ちとか、打った

後とか… どれも基本的なことなので、意識を今までと切り替えて直していきたいです。

それまでに、先輩方のように少しでもなりたいです。

今は目の前のことを一つずつクリアしていきます。

中間テストまで１週間！！



１０月７日(日) 中澤先生が稽古に来校されました。

週末に中澤先生が来られるかも… という話を先生から聞いたので、中澤先生のことを

考えた。構えがかっこいい… 目力が強くて、稽古するときの気合が凄い… 返しドウが

綺麗… といろいろなことを考えてわくわくした。前回稽古をつけてもらったとき、体が

よくでていいメン打ちを引き出してもらったので、もし今回できるのなら、メンを打って

いこう。と思った。

稽古で一人終えるごとに中澤先生が気合を入れているのをみて、「全力で！」と強く思

った。構えあったときにやはり感じたのは、目力。構えは、迫力！とか強い！というイメ

ージよりも凛としているイメージを持ったのだが、目力と気合が強くてビンビン伝わって

くるので、その構えも傍からみているよりも更に強い…と思った。気迫、オーラみたいな

ものがある。それも、何人も相手にしても変わらない。先生同士で稽古している時、私た

ちと１時間以上も稽古した後なのに、激しくも楽しそうだった。中澤先生は足裁きが軽や

かで、腰の位置が全然ぶれていなかった。

カッコいい。その場その場のことに一生懸命。

全力とはああいうこと。

３０年前の先生と生徒。その関係で今、また剣道稽古をやっているのは、どういう気持

ちがあってやっているんだろう。

中澤先生の話

「自分が譲れないボーダーラインはどこなのか？」

「今でも、試合に負けると悔しいよ」と言っていた。

自分達が先輩方の後で、ちゃんとできているのかな？ と考える。

先輩方に恥ずかしくないように、自信を少しだけでも持てるように早くならなければ…

と思う。



９月の剣道部

８月は合宿もあり身体的にも精神的にも成長できるチャンスがたくさんあった。しかし、

うまくいかないことも多く、予想より良くなかった。

９月から耐震工事の関係で道場が使えなくなるというのに…ということもあって不安も

つのる中、とうとう９月、新学期が始まってしまった。11月には新人戦があるのに道場が

使えない状態でどのように稽古していくのかを考えたりもした。練習は屋外稽古、ビオト

ープで靴を履いて行うことになった。

＜本校のビオトープ＞ ＜ビオトープ練＞ ＜トレ・ルー朝練終了＞

ビオトープはもちろん地面が床ではなくレンガのような石などでできているため踏み込

んで稽古することができない。先生は難なく対応しているが私たちはオッカナビックリ。

それでも周囲に緑があって夕陽を浴びたりしながら行う稽古はいつもと違った気分で新鮮

さもある。が、外で行う稽古には限界があるので毎朝7:30～8:00卓球場を借りて練習をす

ることになった。朝稽古は床の上、午後は石の上･･･９月後半になると有り難いことに隣

の中学校の道場を貸していただけることになり、午後6:05～6:45の道場稽古となった。そ

こで朝稽古を止めてビオトープ練を小一時間行い、そして中学校の道場に移動して稽古す

ることに変更にしようとなった時に、私たちは先生に提案をした。

「授業が終ってから１時間30分図書館で勉強して、その後中学校道場にて稽古。朝稽古は

継続しましょう･･･。」

１日の稽古時間はトータル1時間半にも満たない。しかし、授業の予習復習の時間も確

実に確保されている。稽古時間は夏よりも断然短いのだが１日が本当に濃くなり時間を無

駄にすることが前よりもなくなった。「朝稽古の魔力」なのか集中力が増していい感じの

稽古になっている。そして、毎朝元に立ってくれる先生方にも応えたいと強く思うことも

あって稽古がかなり上がっている。

この１ヶ月は環境の変化の対応に大変苦労したが、私たちにとっては精神的に成長でき

たと実感することができる重要な１ヶ月だったのだなと思った。



学校説明会（写真は卒業式記念写真）
今年の説明会は8月21日、22日。自分がここ

に初めて足を運んだのは二年前。そのときは

まだ偏差値もかなり怪しいし気持ち的には

「小学校のときに憧れていた小金高校、ちょ

っと見てみるか！」そんな感じだった。説明

会で小金に行きたいって思った。

前日から女子はどんな風にアピールするか考

えていた。道場は体育館に近いわりに目立た

ないから紙に剣道部活動中！とか書こう、メ

ニューは小金の独特の練習も少し見せつつち

ょっと動きの多いものも取り入れてみよう、などと。あの太陽が射すとオレンジ色に輝く

道場で少し張り詰めた緊張感の中練習するのが私は好きだ。また、練習が終わればみんな

明るくて…好きだ。あの緊張感を気に入ってくれる人に出会いたい、そう思った。

親子で来ている人や友達と一緒の人、一人の人…でもしっかりと私たちの稽古を見ていっ

てくれて、先生が言う「目が輝いている子」もいた。

予定表を見ていってくれる人もいた。道場を出た後、親子で会話していたり友達どうしで

「かっこいいね」なんて話しているのを聞いて嬉しかった。

いくつか質問もされた。

「よく来る部員はこれだけですか？」（男子５名、女子４名）

私は多くはない部員数を正直に伝え、「人数がそこまで多くないがおかげで程よい緊張感

が生まれ短い時間でも集中して練習しています。」と笑顔で答えた！

「大会実績はどんな感じなんですか？」（女子は県大会16、男子は県大会２回戦敗退）

「活動日はいつですか？」（各考査前一週間と試験期間中、年末年始５日間、夏休12日間）

「朝練はあるのですか？」（ありません。個人でやっている先輩がいます。）

「週に何回練習するのですか？時間は？」（基本的には毎日。平日２時間、休日は半日）

「進学補習とかぶったらどうしたらいいのですか？」（受けたいものは受講しています）

「顧問の先生は外部の方？剣道専門なのですか？」（かなりの専門(笑い)です）等だった。

上手く答えるのに少し苦労したのもあったが自分なりに中々出来たと思う。

もちろん中学のときよりずっと厳しい世界でわからないことだらけで普通の考えじゃ理解

できない、なんて思ってしまうようなこともたくさんあるけれど自分が二年前説明会に来

て、剣道部はやってなかったけど小金に行きたいと思えて頑張れて合格できて剣道部をそ

のときは軽い気持ちでだけど見学して、先生の「俺は剣道が好きなんだ。」という言葉に

心が動いて入部して、剣道のことについても考えることが増えたりして成長できたと思っ

ているし、「中学時代好きではなかった剣道」を続けて「よかったなぁ」と本当に思う。



千葉県総合体育大会剣道大会
平成２４年６月１６日

成田市体育館

成田体育館にて、最後の総体県大会。三年は、今日最後の試合。

総体前から、これは最後、あれも最後、と試合に向けて全部がカウントダウンしていくのがここ一週

間くらいから、ずっと日常的にあったから、試合前数日間の稽古は、自然と最後っていう気持ちでで

きたし、剣道の事は、頭の中から離れなかった。

変な話、合唱祭が終わった辺りから、「器の大きな人間になりたいなあ」という願望がムクムクと湧い

てきて、それも全部剣道の今日の大会に方向を変えられたので、自分個人のモチベーションは、今ま

でにないくらいいい状態だったと思う。

当日、準備を済ませ家を出ると雨が降っていた。

「雨の日は良いことが起きる」

と先生の言葉を思い出して、思わずニヤッとしてしまった。

朝、皆と顔を合わせた時から、邪魔なものがなくていい感じだなと思った。

一回戦 市原中央（４－０）

最近は、みんなが相手を見ながらの戦い方を覚えきた。

「もう、4月の北部大会の時とは変わっているのだな･･･」と思う。
皆が「機会を掴んでのメン」で取って来てくれて、調子づいた。

二回戦 千葉敬愛（２－１）

「県大会二回戦を勝ったことがない･･･シード校･･･このチームに勝ちたい！」と思った。

「私たちの前に陣盗って来て次の試合を見て始めるこのチームは、私たちには絶対負けないと思って

いるのだろうなぁ･･･」

「みんなで打ち合わせをしたわけでもない、先生から指示があるわけでもない、なのに皆が同じ試合

展開を描いていた。」

三回戦 千葉明徳（０－４）

三回戦に向けて面を着ける先鋒と次鋒選手に今日初めて先生が話しかけた。



「勝ち上がったことがないチームはいやだねぇ･･･。誰とやるの･･･？」

面前の試合が終わらなければ試合相手も決まらないし、試合後に５分はインターバルがあることも知

らなかった･･･。みんなで笑いが零れた。

先生が今日初めてチームを集めた。

「いよいよ、最後が近づいてきたかな･･･？」（みんなが頷いていた･･･）

途中まではいい感じに試合が進んだ。

小突かれても、倒されても･･･「ここだ！」といった瞬間に挑んでいった仲間たち･･･でも最後は突き

放されてしまった。

先生方、先輩方そして見守りに来てくれた両親が声を掛けてくれた。

「１６！ 凄いよ」

「強くなったねぇ･･･、一年前と全然違う･･･竹刀が振れているし、体も出ている･･･」

「格好良かった･･･」

「いい試合だったねぇ･･･」

「三試合も見られるとは思いませんでした」

「もう少し、このチームで戦ってみたかった･･･」

皆に喜んでもらえて「褒め言葉」で一杯になった。

先生はよく言っていた。

「僕に褒めてもらいたい？ 世間に褒められたほうが嬉しいだろう･･･？」

「頑張った分だけの花は咲く！」

そして今日、

「この一年で初めて、みんなが一致したのが嬉しい。」

と話された。

課題は尽きず、何も終わりはしない。

その時その時、ベストを選んでいけるように、世間で通用する人間になれるように、今までの経験か

ら新しいものを作り出せるように、日々精進していきます。

ありがとうございました。



千葉県総合体育大会剣道大会第11地区予選会
平成２４年６月３日

千葉県立松戸向陽高等学校

今日は高校生活最後の試合。昨日は緊張のせいかあまり眠れなかった。

いざ会場に着くと緊張はしていませんでしたがいろいろと考えてしまいました。

「稽古は嘘をつかない」 試合では、稽古で指摘されていることがでてしまいました。

県大会出場決定戦では「最後の試合は絶対に面で一本取る！」

という気持ちで試合ができたのでリーグ戦の3試合よりも良かったです。しかし地区予選

で負けたこと、納得のいく試合を「何時でも、何処でも、誰とでもできる」を果たせなか

ったことに悔いが残っています。

自分はもう引退ですが剣道はこれからも続けたいと思います。

先生方にご指導いただいた3年間は長いようでとても短かったです。

貴重な経験の連続でした。

自分の中でターニングポイントだと思います。

世間で通用する人間になります。今まで数々のご指導いただき、誠にありがとうございま

した。



第59回 関東高等学校剣道大会千葉県予選会
平成24年5月13日

成田市体育館

いよいよこの日が来た。不安もあったし緊張もしていたが頭の中で勝つイメージができ

ていて何だかうまくいきそう！と思っていた。

絶対日曜日まで残るぞ！そう思い朝、家をでた。成田の会場までは電車の乗車時間も長く

また成田線の外の風景がとてもきれいで落ち着いて気持ちの整理ができた。自分が試合で

注意すること、こんな相手だったらこのように対応する、など考えていた。成田に到着す

ると竹刀を持った人がたくさんでてきた。成田の会場は去年行ったところで、まだ自分が

入部したてのときのことを思い出した。あれから一年…自分は変われたと思う。内面的に

はもちろん体力もついたし多くの先生方に私がまったく知らなかった剣道のこと、心構え

など教えてもらった。充実した一年だったなぁと思い。さらにがんばろう！という気持ち

がわいた。

観客席二階にいる人の数がものすごい。人だらけ。緊張してきた。落ち着かない。小金は

自分たちの会場の一番端で待機したり竹刀を軽く振ったり。私はとにかくメンのときに腰

と足がとにかく前に出ないとそこを狙われコテを打たれるのでとにかく体が前にだせるよ

うにと考えた。

第一試合 犢橋高校

試合場のそばまできて、相手の次峰がいないことを知った。

なんか複雑な気分。 でも、試合しなくても気持ちは後ろまでつなげていく

気持ちでいこうと思って試合場にいった。

先輩のだす技が的確！調子いい！

第二試合 茂原高校

次鋒：前の試合でみんないい試合をしていたから、自分も続かなくては！いけるぞ！

蹲踞して声をだしたら、いろんな考えが全部ぬけてすっきりした。

いつも以上に強気でいる自分がわかった。

最初に仕掛けメンをうったとき体がちゃんと

ついてきていたから、よしいけるぞ。と思った。

中堅：からだが出ていない、というわけでもない感じがしたのだがうまくいかなかった。

相手の動きを見ていける！と思ったのだがメンに出るタイミングが全くつかめなか



った。いいイメージも浮かんだのにあっけなく負けた。

副将：立会いと同時にくりだすメンは見事で素晴らしかった。

先生が「私がアレを出来りゃ、段が上がるというくらい凄い！」

大将：声はもちろん最初のメンも出足があり「この試合も勝てる」と思った。

凄く惜しい！とい場面が多かっただけに悔しい。

みんな奮闘したけど悔しい。

次の試合は本当に今回以上に気持ちを高めて集中していかないといけない。

もう先輩たちとの試合は最後になってしまった。

本当に気を引き締めていかないといけないと思う。

決勝を見ていた人が皆感動していました。

私も周りで見てくれている人を感動させることができる試合がしたいと思いました。

次の大会は地区予選。

これで負ければ高校最後の公式戦になってしまいます。

2年生も来春まで5人で出られなくなります。

3年生が勝って、2年生に不安なくのびのびと試合ができるような流れを作りたいです。



関東高等学校剣道大会千葉県予選会第１１ブロック予選会
平成24年4月21日 於）流山高等学校

前日、稽古はすごくいい手ごたえを感じて終われて、明日がちょっと楽しみに感じた。

が！家に帰って色んなことを考えていると頭の中で整理がついたような…ついていないよ

うな…という感じで･･･

今回の大会は、この１年の分の成果をちゃんと出したいし、個人戦ということもあって、

やっぱり勝ちたい！と思った。

朝、近づくにつれてだんだん緊張してきた。

対戦表を見た。第一試合！とっても緊張！！勝ちたい。

試合内容では絶対に負けていなかったと思います。けれど旗が上がりませんでした。

最後に打たれた面は、延長というのと、私が中途半端な１歩で下がってしまったことが要

因で、旗が上がってしまったのではないかと考えました。

試合に負けた後に、毎日別高校から通って稽古に来てくれる友人が応援に来てくれて、

女子が全員負けたことを伝えると、とても残念がっていました。

正直、勝ちたかった試合だったから、すごく悔しい。なんであそこまで試合してうたれ

るー…今回が春シーズン初戦だったわけだが、これからあと何回かの大会で１年みんなで

やってきたことを出し切らなきゃいけない。先輩たちのためにも、自分たちのためにもそ

れに向けてちゃんと自分でうまくピークをもっていかなくては！（女子生徒レポートから）

＜男子の部＞

同期と新入生の二人がベスト16まで勝ち上がった。試合なれしているせいか落ち着いて

いて強かった。本当にここまで強いのか！と予想を超えた。メンもしっかりしていて県大

会賭けての相手が上段じゃなかったらどうなっていたかわからないかな、と思った。

もう一人も二回戦まで勝っていた。コテがよくあたるのでよく相手が見えているのだろ

うと思った。（女子生徒のレポートから抜粋）

「今日は試合前に良い緊張感を持てました。いつも１試合目は良い試合ができないこと

が多いところを、満足できる試合というまではいかなくても、調子の上がる試合ができま

した。次の試合のときは勝ち残っているのがもう少しぐらいだったので多少のプレッシャ

ーを感じましたが、よく体が動いて面に出ることができました。やはり面で勝つことは気

持ちが良いと感じました。」（男子生徒レポート）


