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○ 行事日程 

 

○ 第１８回大阪選手権大会のお知らせ 

既報のとおり、第１８回大阪選手権大会を開催します。各支部、クラブから多数の参加を期待します。 

支部長クラブ担当者へ案内状を郵送しましたので、ご確認ください。 

    と き  9／22（火、休）  

  ところ  大阪市中央体育館「サブアリーナ」 

       大阪市港区田中 3-1-40 

  部 門   高校、一般男子、女子、マスターズ(50 歳以上)  

  種 目   基本、小太刀、長剣、二刀、両手長剣、楯小太刀、得物自由 

  参加料  高校生、女子 1,800 円、 一般男子、マスターズ 2,200円 

       第１回大阪ブロック大会団体戦(小学生、中学生)のみ 2,000 円/チーム 

           

○ 大会実行委員会 

  大阪大会に向けて実行委員会を行います。理事、支部長、責任者、コート長は出席して下さい。 

  今大会の個人戦を、すべて高校生以上に限定することによって、部門や種目出場数など増やすこと

ができました。基本動作プラス 3 種目まで出場することができます。また、新しくマスターズの部

８／８～９ 関西学生大会および交流稽古 大阪大学豊中キャンパス 

８／２４（月） 平野区講習会 大阪教育大学付属特別支援学校 

８／３０（日） 本部講習会 滋賀県 

９／２～３ 地域指導講習会 大阪市立中央青年センター 

９／５（土） 福島区講習会 鷺洲小学校 

９／５（土） 泉南地区ブロック大会 泉南市 

９／６（日） 北河内地区ブロック大会 枚方市 

９／６（日） 大阪府スポーツ尐年大会 大阪市中央体育館「剣道場」 

９／１３（日） 大阪選手権大会実行委員会 阿倍野市民学習センター 

９／２２（休、火） 第１８回大阪選手権大会（高一般） 大阪市立中央体育館「ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ」 

１０／４（日） 第４７回府連合同けいこ 東大阪大学柏原高等学校アリーナ 

１０／４（日） 第１４回大阪段位審査会 東大阪大学柏原高等学校アリーナ 

１０／４（日） 第６回和歌山県大会 岩出市民総合体育館 

１０／１１（日） 全国学生大会 東京大学 

１０／１２（月、休） 長居競技場イベント 長居陸上競技場内 

１０／７～３０ いきいき放課後教室 大阪市内 

１０／２２（木） 嘱託指導研修会 大阪市内 

１０／２４（土） 泉佐野フェスタ 泉佐野市 

１１／８（日） 世界選手権大会 横浜文化体育館 

１１／８（日） 岸和田八木北小学校ふれあいまつり 岸和田市 

１２／１３（日） 第５回大阪尐年尐女大会（幼小中） 大阪府立門真なみはやドーム 
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を設置しましたので、50 歳以上の方も活躍を期待します。 

と き ９／１３（日）9：30～12：00 

  ところ 阿倍野市民学習センター「特別会議室」 

        大阪市阿倍野区阿倍野筋 3-10-1-300あべのベルタ 3階 ℡ 06-6634-7951 

      地下鉄「阿倍野」又「天王寺」より徒歩 8分以内 

   議題  大会当日の流れ、（役員、コート長、審判団、運営委員、受付大会本部） 

      広告最終確認、団体戦抽選会、競技内容、審判、主催共催後援名義 

 

○ 予選ブロック大会の開催について 

1、 地区ブロックとは、大阪を８つに区分した市町村集合地域。 

1、担当窓口は、地区ブロック大会の開催担当責任者 

1、出場枠は、競技人口や過去大会出場数などから割り出した数。将来各２チームずつ。 

1、チーム 3人編成（小太刀、長剣、二刀） 

1、道場クラブ単位で編成する。支部間の選手貸し借りは不可とする。 

1、チーム編成後の選手交代は不可とする。 

1、9/13までに担当窓口は予選ブロックの結果を大阪協会事務局に提出すること。 

 

○ 第14回大阪段位審査会のお知らせ 

段審査の申込を受け付けます。支部で相談の上、受審して下さい。詳細は別紙のとおり。 

と き  10/4（日）13：30～16：00 （受付13：00開始） 

 ところ  東大阪大学柏原高等学校 柏原市本郷5丁目993 ℡072-972-1565 

http://www.kashiwara.ed.jp/access.html 

           校内無料駐車場有 

アクセス 外環170号線沿い（地図は段審申込書に） 

 

○ 合同けいこのお知らせ 

第47回府連合同けいこを東大阪大学柏原高等学校アリーナで行います。ぜひご参加ください。 

と  き  10/4（日）10：00～12：00 

ところ  段位審査会と同じ会場 

 参加料  一人５００円、または家族参加の場合は1,000円（親子３人でも） 

  申込み  クラブ毎に参加予定人数を事務局まで。 

 定 員  １００名 

 内 容  1、基本動作、形、実技（段審の予習） 

1、 槍、棒杖の扱いについて 

1、 対戦稽古、練習試合 

 ※他府県の方の参加も受け付けます。 

地区ﾌﾞﾛｯｸ 大阪市 豊能 三島 北河内 中河内 南河内 泉北 泉南 

担当窓口 松本 安田 米田 樋口 山本 久保 林 林 

出場枠 3 1 1 3 2 3 1 2 

参加ｸﾗﾌﾞ 履正十三 

城東諏訪 

城北 

護心館 

城東成育 

 

 

千里ｾﾙｼｰ 

蒼龍豊中 

箕面 

大阪大学 

 

吹田 

高槻 

友心館 

くずは 

中宮大池 

山戸 

村野 

婆娑羅 

門真公志 

瓢箪山 

鴻池 

東大阪 

柏原道場 

 

富翔館 

寺池 

喜志 

明治池 

河内長野 

小山田 

藤井寺 

天步羅 

新金岡 山直 

土生 

熊取小 

熊取中 

泉南 

http://www.kashiwara.ed.jp/access.html
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○ 関西学生大会及び全国学生合宿のお知らせ 

と き 8月 8日(土)、9日(日) 

ところ 大阪大学豊中キャンパス第一体育館 

 問合せ 学生部、阪大主将 寺口（spochan_handai@yahoo.co.jp） 

1 日目の練習には大学生以外の方も参加可能です。2日目の関西．北陸．四国学生大会での団体戦につ

いては混成チームなども作ることが出来ますので、各道場クラブに所属している大学生も参加できます。

また、審判員も同時に募集します。よろしくお願いします。 

※合宿・大会当日の大学入構について 

当日、会場となる大阪大学のほうにお車でお越しになられる先生は、事前に入構の手続きをする必

要がありますので、お手数ですが、そのお車のナンバーを上記メールでお知らせください。 
＜日程＞ 

１日目（8日） 

10:00 大阪大学豊中キャンパス第１体育館集合 

10:30 開会式 

11:00 グループ練習 

13:00 昼休み 

13:30 かかり稽古 

14:30 合戦 

15:15 自由交流・練習 

16:30 撤収 

17:00 主将・次期主将懇親会 

 

２日目（9日） 

9:30 学生大会開会式 

9:45 基本動作 

10:15 小太刀（男子、女子） 

10:45 長剣（男子、女子） 

11:15 二刀（男子、女子） 

11:45 団体戦 

12:15 グランドチャンピオン戦、学生大会閉会式 

12:30 昼休み 

13:00 小太刀（男子、女子、新人） 

13:45 長剣（男子、女子、新人） 

14:30 異種（男子、女子） 二刀（新人） 

15:15 団体戦 

16:15 合宿閉会式 

 

○ 大阪市スポーツ功労賞受賞 

6/13、大阪スポーツチャンバラ協会から次の方が大阪市スポーツ功労賞を受賞しました。いずれも、

本協会の役員として、10年以上にわたり事業運営に尽力されました。おめでとうございます。 

松本富夫  大阪市スポーツ団体功労賞 （大阪協会理事補、城東成育SC代表） 

山川 徹  大阪市スポーツ運営功労賞 （大阪協会評議員、婆娑羅代表） 

 

○ 段審査会および審判講習の結果 

4／26段位審査会は、いつもどおり基本、形、対戦、学科を行いました。形（かた）については順

番を覚えていましたが、意味を理解し、めりはりの効いた剣遣いをできるかどうかが問われました。

この点で審査員に不満が残りました。対戦は勝ち負けを競うものでなく、間合いを取った多彩な技を

繰り出しているかどうかを見ました。今回の学科は、満点が2名。難問がいくつかありましたが、ほ

とんどの方が合格ラインを超えており、小太刀護身道の理解が増しているように感じました。総合評

価としては満足しています。またこの度、松本富夫先生が教士の称号を受けられました。おめでとう

ございます。合格者は次の通り。 

段審審査員：会長、大谷、菅。 

奥野駿佑 
小太刀 

基本動作 
初段 富翔館 

松坂晃宏 小太刀 初段 箕面 

田中克典 小太刀 初段 有朊館 

越智さやか 小太刀 二段 箕面 

岡本吉史 小太刀 二段 箕面 

永野雄太 長剣 初段 有朊館 

奥野浩二 長剣 二段 富翔館 

富樫裕美子 長剣 初段 友心館 
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谷中昇 長剣 初段 有朊館 

疋田修士 長剣 初段 友心館 

笹本幸子 
長剣 

基本動作 
初段 友心館 

山本美樹 長剣 二段 東大阪 

山本崇文 長剣 二段 蒼龍館 

竹中勝久 両手長剣 初 友心館 

石原 治 二刀 初段 有朊館 

今出智美 二刀 初段 蒼龍館 

松本富夫 - 教士 城東成育 

     

同日、審判講習会を行いました。今後各種大会やイベント、講習会、クラブ指導に活躍されること

を期待します。取得された方は下記のとおりです。審判講師：理事長、中野、安田、松本 

猪俣英雄 ①審判 富翔館 

竹本一樹 ①審判 富翔館 

長手昌之 ①審判 東大阪 

澤田享子 ①審判 蒼龍館 

松本大樹 ①審判 履正十三 

浦井翔平 ①審判 履正十三 

① 基本、小太刀、長剣  ②二刀、楯小太刀  ③異種 

 

○ 第 35回全国選手権大会結果 

 7/5（日）、横浜市文化体育館において第３５回全日本選手権大会が行われ、大阪勢約 30 名が出場し、

大健闘をしました。豚インフルの影響のため 5 月開催された全国尐年尐女大会に出場できなかった選手

のフォローとして全国選手権大会への出場権に急きょシフトすることになりました。厳しい条件の中で

選手は奮闘し好成績を残しました。惜しくも入賞できなかった選手は新たに目標を掲げて挑戦し続けて

ください。入賞した小中学生については次の世界選手権大会（11/8 横浜市）での活躍に期待します。成

績は下記のとおりです。 

 

 

＜優勝＞ 

近藤 寛徒 桜丘北小 基本動作６級（友心館） 

笹本賢志郎 春日小  小太刀９級（友心館） 

竹中 優生 桜丘北小 小太刀５級（友心館） 

邨田 賢祐 富田林第一中 小太刀２級（富翔館） 

浜田 七星 桜丘小  長剣フリー５級（友心館） 

 

＜準優勝＞ 

黒川 慎平 桜丘北小 基本動作１０級（友心館） 

浜田 悠河 桜丘中  小太刀１級（友心館） 

山本 美樹 一般   基本動作二段（蒼龍館） 

西田 彩乃 桜丘中  小太刀初段（友心館） 
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＜三位＞ 

石原 大揮 信達小  小太刀９級（有朊館） 

近藤 寛徒 桜丘北小 小太刀５級（友心館） 

古家 有偲 木島小  小太刀７級（有朊館）    

笠原 翔  東香里中 小太刀２級（友心館） 

大森 一夫 一般   長剣両手初段（蒼龍館） 

笹本 幸子 一般   長剣ﾌﾘ初段（友心館） 

 

＜フェアプレイ＞ 

邨田 賢祐 富田林第一中 小太刀２級（富翔館） 

 

 

 
 

○吹田市で土曜スクール、今年も開講 

 昨年度の要請に引き続き、今年度も千里岡中学校区地域教育協議会が主催する「土曜スクール」、5

月～毎月第３土曜10：00～11：30への講師派遣が決定しました。小学生約40人を対象。箕面クラブの

岡本さんが担当しています。 

 

○国際交流への一歩 

 スポーツチャンバラは今や世界に広がり、アメリカ、フランス、イタリア、ロシアなどで毎年大会行

事などが開催されるようになりました。昨年、履正十三の浦井君（19）が渡米留学し、アメリカ大会に

出場、準優勝を飾りました。今後国際交流にも力を入れていきたいと考えています。昨年より廣海さん

は国際交流センター等と折衝しています。 

近い将来、在阪している外国人向けにスポーツチャンバラ会員の募集をし、近隣クラブを紹介する予

定です。その時は、貴クラブでもできるだけ受け入れられるよう取り計らっていただくようお願いしま

す。重要な伝達事項などは、通訳翻訳をします。  

国際部の窓口：護身館、廣海(ﾋﾛﾐ) kaito-hrkk@nifty.com 

 

○長居インストラクター受講者が活躍しています 

昨秋に長居球技場内多目的室にて、指導者養成講座(10 回)でインストラクター資格を取得したメン

バーが活躍しています。中学校教諭、障害医療、フィットネスコーチなど個性豊かな方が集まってい

ました。菅正宏理事のもと、実技指導に林指導部長が当たりました。 

志村克己さん（堺市堺区在住、中学校教諭）は、今年関東へ引っ越しした長澤さんから堺新金岡ク

ラブの運営指導を引き継ぎました。また同クラブは、今年度よりスポーツ尐年団に加盟し、野外活動

なども行い、活気づいています。クラブ総数約 10名。 

松崎喬平さん（松原市在住、フィットネスインストラクター）は、子供約 30名を対象にプールとス

ポーツチャンバラを組み合わせた夏期講習を企画（8／6～数回）しています。※ボランティア募集。

特典フィットネス機械を利用可。 

  中井貞義さん（大東市在住、大東・四条畷地区 BBS 会会長）は、今年大東市協会を立ち上げ、3/28

大東市民交流大会を開催しました。今後、大東市、四条畷地区で中学校や小学校にて講習会を手配に

廻り、スポーツチャンバラを通じて青尐年分野の活動に寄与するとのことです。 

  中村薫さん（藤井寺市在住、藤井寺クラブ支部長）は、中学校にて放課後にスポーツチャンバラの

活動をしています。また、藤井寺西小学校でクラブの運営指導を行っています。 

 

 

 

mailto:kaito-hrkk@nifty.com
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○ 講師補助スタッフ登録のすすめ 

今年度も、地域団体や学校、PTA、企業より続々と講師派遣の依頼がきています。一緒に派遣スタッフ

として活動しませんか？スポーツチャンバラの魅力を伝えましょう。体験講習会では、はじめてスポー

ツチャンバラを知る、体験する方ばかりです。また子供から大人まで幅広い世代から依頼がきています。   

今年より、不登校など課題を抱えた青尐年を対象に行っている「ほっとスペース」の事業にも協力す

ることになりました。今後、幼稚園や支援学校への講師派遣も行っていくことが決まっています。スポ

ーツチャンバラが活きる可能性を感じます。 

＜講師補助スタッフ登録の条件ついて＞ 

講師補助スタッフの活動内容は、メイン講師の指示に従い、補助する立場。設営や用具整理、指導号

令、撤収作業、報告書類記入などをします。 

条件：①高校生以上で有段者であること②道着またはクラブユニホームを着用のこと③用具（面、小

太刀）は持参すること。④集合時間厳守できる方⑤スポーツチャンバラの普及と指導に興味のある方 

連絡：迅速なメール対応をお願いしたいので、携帯メールでの登録が好ましいです。 

協力金：交通費含む協力金がでます。 

※クラブ内やお知り合いで派遣スタッフとしての候補者がいましたらぜひ推薦して下さい。自薦他薦を

問いません。講師補助スタッフ登録希望者は、大阪協会事務局まで下記項目を記入してご連絡ください。 

氏名 住所 電話 所属 生年月日 資格 携帯メールアドレス osaka@spochan.jp（事務局） 

 

○講習会・イベント・会議報告（敬称略） 

 ＊3/21城東区成育小学校にて第８回大阪市城東区大会。主催は大阪市城東区協会、大阪市城東区成育

校下青尐年指導員連絡協議会。 

 ＊3/22富田林総合体育館にて第７回富田林市大会。主催は富田林市スポーツチャンバラ協会。 

 ＊3/28 大東市立北条教育青尐年センターにて大東市民交流イベント大会が行われた。大東市民向けの

体験講習を行い、約 60名の参加があった。東大阪瓢箪山クラブから応援があり盛況であった。 

 ＊3/29和歌山市にて恒例の「孫市祭り」が開催された。和歌山県協会に加勢、参加。 

 ＊3/29兵庫県神戸市にて本部講習。 

 ＊4/19枚方市立渚市民体育館にて第9回春季枚方市大会。主催(財)枚方体育協会。 

 ＊4/26大阪市中央体育館にて第46回府連合同けいこ。同時に全国大会出場メンバーの強化練習を行っ

た。 

 ＊5/3恒例の岸和田市民フェスティバルに協力。岸和田クラブを中心に約20名のスタッフにて。 

 ＊5/30枚方藤阪小学校にて講習会。担当竹中。 

 ＊6/6生野スポーツセンター第１体育場にて講習会。担当林、金銅、永野、浦井。参加者小学生約20名、

大人５名。申し込み団体は子育てサークル梅田フレンド。「インフルエンザの関係で、面の使用が

できなかったため、対講師という形で数人対講師などスポーツチャンバラならではの講習となった。

お母さん方の勢いがとてもあり、活気にあふれた人が多かったように思う」永野 

 ＊6/6南港桜小学校体育館にて講習会。担当林、金銅、永野。参加者小学生約30名。申し込み団体はサ

ンフラワー子供会。「人の話を聞いて、大人しい子供だったが、いざ対戦となると教えてもらった

ことを生かして活発に動いていた」金銅 

 ＊6/7横浜大さん橋ホールにて横浜開港 150周年スポーツチャンバライベントを開催。大阪から林、金

銅を派遣。「６月７日の横浜本部の開港 150 周年記念スポチャン 2009 に参加して、私は岸和田市民

フェスティバルに携わってきて今後に活かせればと思い行きました。スポチャンをメインに、沖縄

民舞のエイサーやブラスバンドバトンやローカルバンドが一緒にステージで披露して大盛り上がり

しました。まず、会場のでかさに驚き、スタッフの数に驚いて、そして各部門のトップダウンで始

まりました。内容的に岸和田フェスティバルの講習と変わりませんが、Ａ～Ｃコートの内容を同時

に行いこれも大成功！！子ども達には満足どころかもっとやりたいとの声もありました。ただ、豚

インフルエンザの関係で、面を着けられず、対戦はできなかったが、代わりにゴミ袋を朋にして、

紙風船を前と後ろに貼って、大人は走り回って、それを子どもが小太刀で破るのをして、タイムト



 ７ 

ライアルで、予選と本選を競い、なんと本選では景品が出たので、その効果で子どもも大人もガチ

ンコで白熱しました。紙風船を使うところは、面白かったので、使えると思います」岸和田クラブ

金銅 

 ＊6/14城東諏訪小学校にて第5回城東諏訪交流大会（蒼龍館） 

 ＊6/20元西成青尐年会館にて講習会。担当林、浦井、永野、寺口、和田。参加者中学大人10名。申込

団体、ホットスペース西成 

 ＊6/21和歌山段位審査、審判講習 

 ＊6/24此花区伝法小学校にて講習会。担当林、上野、浦井、永野。参加者小学生約70名。 

 ＊6/27枚方高陵小学校にて講習会。担当富樫。小学生約30名。主催高陵校区体育振興会。 

 ＊6/27鯰江東小学校体育館にて講習会。担当松本、岡本、中田。参加者子供約30名。保護者も参加し、

楽しく体験ができた。申込団体、鯰江東小学校ＰＴＡ。 

 ＊6/28兵庫大会に参加。 

 ＊7/4東成区今里小学校にて講習会。担当林、浦井、寺口、和田。参加者小学生30名。 

 ＊7/11元加島青尐年会館にて講習会。担当林、志村、浦井、永野。参加者中学生大人10名。申込団体、

ホットスペース淀川 

 ＊7/26大阪市墨江小学校にて講習会。担当林、石原、金子、古川、永野、崎山。参加者小学生5・6年

生100名。申込団体、はぐくみネット。 

  

○ その他の大阪協会活動報告 

＊3/10中央体育館へ打ち合わせ ＊3/14高槻クラブ訪問 ＊4/23理事会 ＊5/10新金岡クラブ訪問 

＊5/14大東市教育青年センター訪問あいさつ ＊5/22理事会 

＊インフルエンザのため淀川区講習（5/23）および全国尐年尐女大会出場（5/24）の派遣中止。 

＊5/25大阪市体協代表委員会に出席 ＊5/26大阪市スポ尐総会 ＊5/28拡大理事会 

＊6/9府スポ尐会議 ＊6/10ＪＴＢ旅行会社打ち合わせ ＊6/14四条畷社名運動イベント 

＊6/15関西コンベンションイベント会社を訪問打ち合わせ  

＊6/24大阪市教育振興公社を訪問打ち合わせ ＊6/24柏原市高等学校を訪問打ち合わせ 

＊7/2拡大理事会 ＊7/4大東市ＢＢＳ社名運動イベントに参加 

＊7/22住吉区墨江小学校を訪問打ち合わせ ＊7/22ラスパ大阪訪問打ち合わせ 

＊7/26新金岡クラブ訪問 

 

事務局より 
 

＊事務局へのメール送信、返信には署名を忘れないで下さい。毎日１００本ほどのメールが入ります。

署名がないと対応できません。 

 

＊昨秋から間が空きましたがメールマガジンを復活させました。早速Ｎｏ．92，93 を発行し、講習会

や大会イベントなどの呼びかけをしています。クラブでスポチャンメルマガを希望される方は、所

属、氏名、メールアドレスを事務局にお届下さい。 


