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京剣連だより ４年６月    敬称略   

 

髙橋理事長 

 

１「京剣連創立７０周年記念行事」開催結果について             

見出し記念行事を 6/12（日）16:00 から都ホテル京都八条（旧新都ホテル）

で開催しました。19:30 の終了までがあっという間で、参加者は久しぶりに出

会った多くの方々と楽しく語り合うことができたと喜んでおられました。コロ

ナ禍で開催するか否か迷いましたが、開催できて良かったと思います。 

16:00～16:50 奥島快男先生記念講演 参加者 142 名 

【奥島先生ご講演要旨】「自分が剣道を始めたのが中学 2 年生のとき。それ

から 70 年が過ぎた。京剣連の歴史とともに歩んできたとも言える」と前

置きされて、京都が剣道のメッカ・中心であることの根拠は、①明治 28

年に京都で大日本武徳会が創立されたこと②同年に「第 1 回武徳祭演武大

会」が開催されたこと③明治 32 年に「武徳殿」が竣工したことであると

し、更に京都剣道の歴史と伝統について、武徳会楠正位（まさただ）常議

員の「ミチノタメニキタレ」との電報に胸を打たれた内藤高治先生が東京

から来られ京都武徳殿で多くの指導者を育てたこと、その教え子の先生方

が全国に散らばり武徳殿での教えを全国に広めたこと、また、その先生方

の考え方・日常行動・剣道の在り方などを詳しくお話しいただきました。 

  令和３年７月関係者の努力により内藤先生の位牌が永代供養、墓地が永

代管理になったことについて「剣道のメッカ京都の面目が立った」とも話

されました。 

最後に、現在の指導者の我々に京都剣道の歴史と伝統を守れと厳しい中

にも温かくご指導いただきました。 

17:00～19:30 記念祝賀会      参加者 122 名 

【伊吹会長ごあいさつ要旨】小学校 2 年生で終戦を迎えたときの思い出を語

り、大日本武徳会が戦争に大きな役割を果たしたとの理由で進駐軍により

解散させられたが、戦争と伝統武道とは関係ない。武道は礼節を尊ぶもの

であり、日本の良き伝統文化である。このためサンフランシスコ条約発効

で日本が独立した直後、剣道が復活し、剣道連盟が創立された。更にその

後、教育基本法を改正して武道を中学校の必須科目として取り込んだ。他

の武道では勝利の瞬間にガッツポーズをするなどその精神が変形してきて

いる。ここにおられる指導者の皆さんは、剣道が国際的になっても良いと

ころは残っているように子供達に教えて欲しい。この良き伝統を引き継い

でいただきたい。私も奥島先生の熱意に打たれ、野中広務先生から会長職

を引き継いで 10 数年経ちました。本日は 70 周年のお祝いの会、一緒に楽

しい時間を過ごしましょう。 

 

２ 新体制の発足に当たって 

 この 6 月の評議員会・理事会で、普及・運営委員会を新設したり、女性の理

事を１名増やして 2 名にするなど最近の諸問題に対処するために組織を再編し

ました。 

 京都府剣道連盟は日本一の歴史と伝統を誇り、また、伊吹先生（元衆議院議

長）という日本一の会長をいただいている剣道連盟であります。私たち役員一

同日本一の剣道連盟を目指して頑張りますので、会員の皆さまのご理解ご支援

をお願いいたします。 

 

普 及 ・ 指 導 

委員会 

１ オミクロン株の特性を踏まえた感染予防対策について  全剣連通知  

・エアゾール状態で感染するオミクロン株の重要な対策は「送風・換気」 

・大会・審査会場では、工業用送風機やＣＯ２モニターを活用して下さい。 



 

 

2 

 

※ 京剣連で購入し武徳殿に備え付けている工業用送風機は、武道センターで

使用する場合に限り希望者に貸し出しいたします。申請書を事務局に提出し

て下さい。 

 

２ 熱中症事故の防止について           

  5/31 付け スポーツ庁健康スポーツ課長 依頼 

 ・梅雨の合間に突然気温が上昇した日や梅雨明けの蒸し暑い日等、体が暑さに

慣れていない時期に起こりやすい。 

 ・熱中症事故防止のために水分補給・休憩など適切な措置を講ずること。 

 

３ 普及・指導委員会の初仕事：理事長等ＮＨＫに出演・収録                            

  NHK「日本エコー遺産紀行 ゴスペラーズの響歌 ～ 京都の響き」   

  撮影 6/14（火）9:00～14:00、武徳殿、撮影スタッフ 35 名くらい 

放送予定 NHK BS8K 60 分 2022 年 8月頃   以後 BS・地上波でも 

 京剣連出番 9：00～11:00 

 出演者 高橋理事長・草木・葛田・尾﨑・福井・石田・高谷 

 内容 剣道の声を聞いて、ゴスペラーズの二人が武徳殿へ。 

    ゴスペラーズのメンバーが髙橋理事長に剣道と音・発声、武徳殿の造

り、音の響き等についてインタビュー 

    再度、稽古状況を撮影 

    12:00 頃からゴスペラーズが 3曲歌唱・収録 

※ 出演者全員が写っていると思われます。お楽しみに。  

  

４「第 17 回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会予選会」結果   

  6/18（土）、武徳殿     本戦 9/18（日）、大阪市 

 【小学生】 

 

【中学生】 

※ 女子 2名は指定席  

 

 

５「第 17 回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会」派遣審判員  

  本戦 9/18（日）、大阪市 

  教士八段 泉田 正 

区分 氏名 性別 所属学校・学年 所属道場 

監督 河越 智   東輝剣道クラブ 

選手 川﨑大誠 男 松井ヶ丘小 6年 京都清練会 

選手 砂田脩真 男 桃山小 6年 砂川少年剣道錬成会 

選手 武地真虎 男 志津小 6年 太秦少年剣道部 

選手 山下哲平 男 葛野小 6年 太秦少年剣道部 

選手 川北昊輝 男 百々小 5年 山科少年剣友会 

区分 氏名 性別 所属学校・学年 所属道場 

監督 中司容三   小桜道場 

選手 田村菜穂子 女 太秦中 2年 京都弘道館 

選手 狩川怜那 女 城北中 3年 舞鶴剣道教室西道場 

選手 水口寿潮 男 久世中 3年 太秦少年剣道部 

選手 髙田悠生 男 梅津中 3年 太秦少年剣道部 

選手 岩坪涌人 男 神川中 3年 太秦少年剣道部 
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  教士七段 中村幸造・大門道夫・豊田 稔・弓倉文浩・奥田 薫 

 

６ 「令和 4年度第 1回『骨太』近畿ブロック講習会」結果 

  5/28（土）・29(日)、大阪市立修道館  

  講師 網代忠宏会長・古川和男・上浦かなえ・平尾 泰各先生 

  講習生 高校生から 27 歳以下の男女 費用は自己負担 

  講習内容 所作・礼法、切り返し、掛かり稽古、仕掛け技、応じ技等 

  京都 講 師：髙橋英明教士八段 

     講習生：小笠原 亮（警察）・中嶋鈴之介（中体連）  

山本杏里（警察）・有田 澄（立命館大学） 

  

７「中堅剣士」講習会結果  

  6/10（金）～12(日)、奈良市中央武道館  

  講師 中田（王秀）士・古川和男・佐藤桂生・香田郡秀・山中洋介各先生 

  講習内容 指導法（木刀基本・竹刀稽古法）、剣道形、審判法 

  往復運賃・2日間の昼食費のみ全剣連支給 

  受講者 教士七段 50 歳以下 48 名  

京都：中村高之（48 歳：皇宮警察）  

「とても厳しく、質の高い講習会に参加することが出来て感激しておりま

す。この講習会で得たものを今後の剣道人生に生かしてまいります。」 

 

大 会 委 員 会 １「第 38 回京都府女子剣道大会」 

  兼「第 61 回全日本女子選手権大会京都府予選会」結果     

6/19（日）、武道センター主競技場    伊吹会長ごあいさつあり。 

 

 ○ 竹刀検査 「一部」66名中不合格 11本 すき間 8本・重さ 3本 

   竹頭・中間の細いものはなかった。 

 

区分 優勝 準優勝 

個人一部：全日本予選 尾﨑麻美 警察本部 山本杏里 警察本部 

個人二部：高校生 田雪来 久御山高校 松木捺葉 日吉ヶ丘高校 

個人三部：大学生 荒木萌紀恵 産業大学 弘畑響香 産業大学 

個人四部：社会人 阿瀬知瑞希 明国医大 宝田裕花 島津製作所 

２「第 77 回国民体育大会予選会」結果   

 6/26（日）、武道センター主競技場 

  申込者 男子 先鋒 31、次鋒 31、中堅 14、副将 5、大将 5 小計 86 

      女子 先鋒 25        中堅 3          大将 3 小計 31 

      少年男子 12 名    少年女子 12 名      小計 24 

                             合計 141 名  
成年男子 成年女子 

区分 氏名 所属団体名 氏名 所属団体名 

監督 木下 俊一 京都府剣道連盟 橋本 彰子 京都府剣道連盟 

先鋒 中谷 太郎 同志社大学 山本 杏里 京都府警察本部 

次鋒 合屋 龍  京都府警察本部     

中堅 植田 雄貴 京都府警察本部 尾﨑 麻美 京都府警察本部 

副将 工藤 良仁 山科警察署     

大将 石田 明久 錬心会 宮路 早恵子 高体連 
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  少年男子 少年女子 

区分 氏名 所属団体名 氏名 所属団体名 

監督 山下 恭平 高体連 森田 泰史 高体連 

選手 富田 和良 久御山高等学校 三田 梨花子 日吉ヶ丘高等学校 

選手 千頭 愛斗 龍大平安高等学校 田 雪来 久御山高等学校 

選手 今西 颯汰 龍大平安高等学校 楠木 彩加 久御山高等学校 

選手 豊嶋 恢伸 久御山高等学校 山本 笑 日吉ヶ丘高等学校 

選手 古関 侑真 久御山高等学校 中田 侑咲 久御山高等学校 

 

＊ 成年女子、少年男女は 8 月 21 日近畿ブロック大会（京都市武道センター）

における上位２チームが本大会に出場します。 

 

３「国体近畿ブロック大会」審判委嘱について 【音川大会委員長】 

 8/21（日）、京都市武道センター  

審判長   藤元 巖   

審判主任  原田哲夫、石川 薫、木下俊一 

審判員   高橋英明、工藤良仁、豊田稔、遠山雅也、石田明久、西川忠男、

福井伸治 

 

審 査 委 員 会 １「令和 4年度剣道形講習会（福知山）」結果    

  5/29（日）、福知山市武道館  講師：藤元巖教士八段・中司容三教士七段 

  参加・修了者 初段 6名、二段 7名、三段 2名、四段 1名、五段 2名 

                             合計 18 名 

 

強 化 委 員 会 １「第 14 回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会」組合せ    

本戦 7/10(日)、日本武道館 

第 1試合場 1 回戦 対山口県（強豪） 2回戦 対北海道、 兵庫・埼玉等 

【監督】豊田マリ 

【選手】先鋒：角田雪来・次鋒：橋本京佳・五将：山本杏里 

中堅：尾﨑麻美・三将：長澤友美・副将：宮路早恵子 

    大将：田中百合香 

【審判】石川薫教士八段：審判主任、橋本彰子教士七段：審判員 

○ 穴のない素晴らしいチーム。強化練習で磨きがかかった。乞うご期待。 

  

２「全国高校総体・近畿高等学校剣道大会京都府予選会」（6/4・5）結果  

「令和 4年度全国高等学校総合体育大会剣道競技」 

     8/5（金）～8（月）、高知県立春野総合運動公園体育館 

「第 60 回近畿高等学校剣道大会」  

     7/17（日）・18（月）、滋賀県草津市「YMIT アリーナ」 

●男子団体 

 優 勝   久御山高校     全国高校総体・近畿大会出場 

 第２位   龍谷大平安高校               近畿大会出場 

 第３位   日吉ヶ丘高校・北嵯峨高校          近畿大会出場 

 ベスト８  花園高校・東山高校・大谷高校・南陽高校 

●女子団体 

 優 勝   久御山高校    全国高校総体・近畿大会出場 

 第２位   日吉ヶ丘高校                 近畿大会出場 

 第３位   京都明徳高校・北嵯峨高校          近畿大会出場 

ベスト８  山城高校・花園高校・桃山高校・立命館高校 
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●男子個人 

 優 勝  近藤 拓己（東山）    全国高校総体・近畿大会出場 

 第２位  原野 洸伽（北嵯峨）   全国高校総体・近畿大会出場  

 第３位  長谷川淳史（日吉ヶ丘）         近畿大会出場 

 第４位  竹本 智哉（日吉ヶ丘）         近畿大会出場 

●女子個人 

 優 勝  角田 雪来（久御山）   全国高校総体・近畿大会出場 

 第２位  山本  笑（日吉ヶ丘）  全国高校総体・近畿大会出場 

 第３位  中田 侑咲（久御山）          近畿大会出場 

 第４位  元木 楓佳（日吉ヶ丘）         近畿大会出場 

 

居 合 道 ・ 杖 道 

委 員 会 

１「第 49 回京都府居合道大会」結果               資料 11 

6/19（日）、武徳殿 

 

 

 

 

 

 

 

種別 優勝 準優勝 

段外の部 門 美早紀 同志社大 儘田響希  同志社大 

初段の部 鈴木衿佳  京都大 白井明香里 同志社大 

二段の部 大西紗那子 京都大 三治蓮弥  産業大学 

三段の部 吉岡あや音 晴剣会 中小路祐弥 同志社大 

四段の部 茶山斉範  晴剣会 古川雄大  龍洞館 

 

２「全日本大会選手選考会」結果             （ 資料 11 ） 

  6/19(日)、武徳殿 

 

 

 

 

 

種別 第一候補者 第二候補者 

五段の部 橋本義彬 紫清会 村上精二 豊剣会 

六段の部 石橋 剛 鹿志館 森 涼平 晴剣会 

七段の部 ﾌﾞﾗｲﾔｰ・ﾎﾞｳ 鹿志館 矢部裕城 伯耆研 

 

３ ７月からの夜間稽古会指導員・当番員 
 

 火曜日 木曜日 金曜日 

指導員 木村幸比古 範士 山田源士 教八 岡嶋 聡 教八 

当番員 西川佳德  教七 谷 光二 教七 岸本 卓 教七 

当番補助 河上龍介  教七 藤原貴之 錬六 藤原貴之 錬六 

総 務 ・ 財 務 

委員会 

１「京剣連創立 70 周年記念行事」開催結果について    

  京剣連は昭和２７年に創立され、令和４年で７０周年を迎えました。 

  6/12（日）16:00～、都ホテル京都八条 陽明殿 

出席者 伊吹文明会長・奥島快男相談役・顧問等役員 

当連盟功労者、加盟団体代表者、運営委員会委員、評議員、理事等 

(1) 記念講演会 (16:00～16:50) 講師 範士 奥島快男 先生 142 名 

（2）記念祝賀会 (17:00～19:30） 122 名 

 ※ 京剣連創立 70 周年にあたり、 

佐竹孝 機業店 代表 佐竹司吉（かずよし）様より、 

正倉院所蔵の日本の守り刀「金銀鈿荘唐太刀」を題材とした西陣織額装をご

寄贈いただきました。 

   京剣連事務所 1階に飾ります。 
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北部代表理事 １ 北部各連盟役員会議開催予定について 

  近日中に会議を開いて、「普及・指導委員会」の新設について説明し、北部

における今後の活動方針について検討します。 

 

そ の 他 １ 学生剣道大会結果    

 

（１）「第 67 回西日本学生剣道大会」結果         

  5/28（土）・29（日）、久留米アリーナ（福岡県） 

  優勝：鹿屋体育大学、準優勝：同志社大学   決勝戦 2：1 惜敗 

  三位：天理大学・立命館大学 

 

（２）「第 37 回西日本女子学生剣道大会」結果 

  5/28（土）・29（日）、久留米アリーナ（福岡県） 

  優勝：鹿屋体育大学、準優勝：環太平洋大学 

  三位：同志社大学・福岡大学 

 

（３）「京滋学生剣道大会」結果 

  6/18（土）、京都市立体育館 

 【男子の部】 

  優勝：龍谷大学、準優勝：同志社大学、三位：佛教大学・滋賀大学 

  【女子の部】 

   優勝：立命館大学、準優勝：龍谷大学、 

三位：明治国際医療大学・花園大 

 

事 務 連 絡 

（事務局長） 

 

 

１ 中学校部活動・中学武道必修化関係  

  今後、この種の活動に携わるためには、「剣道社会体育指導員（初級）の資

格」が必要になることが予想されます。 

  全剣連主催「第 141 回剣道社会体育指導員(初級)養成講座」が、 

12/16(金)～18（日）、香川県 

 で、開催されます。是非、受講して下さい。 

 

２ 報道等記事紹介   

① 休日部活を「地域移行」                  

② 相次ぐ熱中症搬送 文科省に危機感              

③ ランニング中倒れ部員死亡                  

 

  

 

 

【 令和４年７月中の行事予定 】 

 

日 曜 行     事 備  考 

２ 土 am 女子稽古会 補助競技場 

２ 土 ３(日）】全日本女子学生・全日本学生剣道選手権大会 東京都 

１０ 日 第 14 回全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会 日本武道館 

１５ 金 
～１７（日） 

第 139 回剣道社会体育指導員（初級）養成講習会 
滋賀県 

１７ 日 剣道形講習会（初～五段） 武セン：主競技場 
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２２ 金 居合道六・七段審査会 岡山県 

２３ 土 ２４（日）】居合道地区講習会 岡山県 

２３ 土 ２４（日）】全日本少年少女武道（剣道）錬成大会 東京都 

２４ 日 ２５（月）】京都市中学校総合体育大会 武セン：主競技場 

２８ 木 京剣連 運営委員会 京剣連 事務所 

２８ 木 ２９（金）】全国道場少年剣道大会 東京都 

３０ 土 京都府中学校総合体育大会 武セン：主競技場 

３１ 日 第１回剣道定例段位審査会（初段～五段） 武セン：主競技場 

 


