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昨年は、大阪大会を大人と子供を分けて
(別日程で)行う試みをしました。年々会員
数が増加傾向にあり、これでは運営員と審
判員に大きな負担がかかりこれ以上参加者
を受け入れることはできないと判断したた
めです。

皆さんご承知の通り昨今、各方面から体験会やイベント、研修会の依頼が相次いでいます。また、
大会行事も各地で盛んに行われ結構なことだと思います。継続することでようやく得る間合いのや
りとりや駆け引きがスポーツチャンバラの醍醐味、魅力なのですが、一日体験だけでも打ち合った
り、挑戦したりして大いに楽しめるのが我がスポーツチャンバラの長所の一つでもあります。時に
は頭部に紙ふうせんを付けてゲーム的に遊んだりもします。子供には人気があり、体験イベントで
今では欠かせないコーナーになっています。いわゆる“ちゃんばら”ごっこです。ただし、勘違い
してほしくないのは我々が進むべき道は小太刀護身道であり、護身を目的に活動しているというこ
とです。道場クラブでは礼儀作法、護身知識、交流を大切にし、人間形成の場となってほしいです。
単なる遊びや競技ではないということを再確認し、稽古、活動に励んでください。

今年も分割して大会を行います。高校生以上
大人の大阪選手権大会は6月6日(日)に、中学生
以下の大阪尐年尐女大会は10月11日(休)にいづ
れもなみはやドームで開催することが決定しま
した。なお、大阪ブロック大会(団体戦)は尐年
尐女大会に充てます。さらに充実した大会にな
るよう計画しています。

事務局より
・府連通信の全体レイアウトを一新しました。表紙ページはトップニュースやあいさつ文を、
２項は行事予定や案内お知らせを、３項からは活動報告、近況情報などを掲載します。今後、
クラブでの出来事や案内などがあれば府連事務局までその旨お知らせください。掲載します。
・スポチャンアルバムをアップロードしました。府連会員向けブログを開設しています。
ブログ内に写真アルバム約５００枚がアップロードされています。会員は自由にダウンロード
できます。ぜひご活用下さい。 府連ブログ http://www.spochanmaster.blogspot.com/
・府連通信は支部クラブ向けに発行していますが、府連会員であれば年間1,000円で定期購読
（自宅郵送）できます。所属氏名連絡先を通信欄に記入して下記振替先へお振込下さい。

郵便振替口座 振替先 00900-9-33085 受取人 大阪スポーツチャンバラ協会



【行事予定】
2/20(土) 大東市民大会 大東市北条教育センター
2/24(日) 学童保育指導員研修会 もと浪速青尐年会館
3/14(日)   第18期大阪協会定時総会 弁天町市民学習センター
3/21(日)   長居スポーツフェスタ 長居公園・長居国際陸上競技場
3/27(土)   城東区大会 大阪市立成育小学校
3/27(土)   大阪市体育協会会長杯 大阪市立成育小学校
3/28(日)   富田林市大会 富田林市総合体育館
3/28(日)   和歌山県孫市祭り 和歌山市
5/9(日) 第11回枚方市春季大会 枚方市立総合体育館
5/16(日) 第15回大阪段位審査会 未定

＜長居スポーツパークフェスタ開催＞
長居公園・長居国際陸上競技場の全敷

地を利用して行う長居スポーツパーク
フェスタが開催されることになりました。

このフェスタの目玉イベントとなる忍
者修行コーナーにスポーツチャンバラが
協力します。

人気が集まれば毎年開催されることに
なります。近日、関西域の有名雑誌等に
も掲載される予定です。

ぜひ長居パークフェスタのイベントス
タッフとしてご協力ください。

＜槍練成会を始めます＞
第5週土曜の月に長巻棒の稽古、研究

を行います。ぜひご参加ください
とき 5/29, 7/31,10/30  18時から
ところ 有朊館道場
対象 マイ棒持参の中学生以上会員
参加費 無料
問合せ yuhokan2007@ybb.ne.jp(花田)

【地域大会のお知らせ】
・第２回大東市民大会

と き 2/20（土）１０：００～
ところ 大東市北条教育センター
対象 大東市民及び市民クラブ関係者
問合 長谷川

(bushin.hasegawa@piano.ocn.ne.jp)

・平成２１年度大阪市体育協会会長杯
第１０回大阪市城東区大会
と き 3/27（土）１０：００～
ところ 大阪市立成育小学校
対象 大阪市会員及び市在職者
参加費 1,500円
問合せ 松本(osaka@spochan.jp)

・第８回富田林市大会
と き 3/28（日）１０：００～
ところ 富田林市総合体育館
参加費 1,500円
問合 弘田

(bird-road-444@jcmo.zaq.ne.jp)

第18期大阪協会定時総会を開催します。役員並びに支部長は万障繰合わせてご出席願います。
また、協会加盟クラブに所属する18歳以上の会員は総会に出席し、討論に参加できます。ク
ラブの中心メンバーや将来クラブの幹部、指導員として期待されている人にも参加を呼びか
けて下さい。最終頁に総会案内を付しています。別紙招請状参照。

と き ３／１４（日）９：３０～１２：００
ところ 弁天町市民学習センター 第２研修室

大阪市港区弁天1-2-2-700(オーク2番街7階)
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【活動報告】
＊09/9/22大阪市中央体育館にて第18大阪
選手権大会が開催されました。別項結果。
＊09/12/13なみはやドームにて第5回大阪
尐年尐女大会兼第1回大阪ブロック大会が
開催されました。別項結果。
＊09/11/8横浜市にて世界大会が開催され
ました。カンパ金を集い代表選手を送り
出しました。別項結果。
＊09/10/4柏原高等学校にて第14回大阪段
位審査会を行いました。合格者延49名。
別項結果。
＊09/9/20大阪府エル大阪にて大阪スポー
ツ賞を受賞しました。大阪代表19名。別
項結果。
＊体験イベント講習の報告（28件）
09/8/6長居にてラスパ大阪。8/24平野区
にて支援学校。9/2中央区にて地域指導、
9/3中央区にて地域指導。9/5福島区にて
鷺洲小学校。

9/12都島区にてはぐくみネット。10/9東淀
川区にて東淡路小学校。10/14鶴見区にて茨
田南小学校。10/16福島区にて上福島小学校。
10/16東成区にて大成小学校。10/21港区に
て八幡屋小学校。10/22北区にて嘱託指導員。
10/23港区にて磯路小学校。10/24鶴見区に
て子供子育てプラザ。10/28住吉区にて東粉
浜小学校。10/30東住吉区にて矢田西小学校。
10/31住吉区にてホットスペース住吉北。
11/1岸和田市にて春木まつり。11/8河内長
野市にてスポーツラリー。11/15東大阪市に
て市民祭り。11/16東淀川区にて社会福祉。
12/20大東市にて体験。2010/1/7城東区にて
諏訪小学校。1/9東住吉区にて矢田北小学校。
1/13東成区にて東中本小学校。1/20住吉区
にて大領小学校。1/23西成区にて津守小学
校。1/27鶴見区にて茨田北小学校。

第14回大阪段位審査会合格者
合格者名 種目 段位 所属
竹中 勝久 基本 初段 友心館
長谷川一恵 基本 初段 武心館
林田 光貴 基本 初段 富翔館
長谷川一恵 小太刀 二段 武心館
松本 大樹 小太刀 三段 履正十三
富永 吉昭 小太刀 三段 履正十三
山本 美樹 小太刀 三段 東大阪
竹中 勝久 小太刀 三段 友心館
和田 清隆 小太刀 初段 履正十三
入谷 康平 小太刀 初段 大阪大学
荻野 理史 小太刀 初段 大阪大学
和田 真治 小太刀 初段 柏原道場
久保 哲哉 長剣 二段 富翔館
岡本 吉史 長剣 二段 箕面
興梠 光治 長剣 二段 箕面
北後 泰祐 長剣 二段 箕面
奥野 駿佑 長剣 初段 富翔館
小林 一雄 長剣 四段 蒼龍館
弘田也須雄 二刀 二段 富翔館
奥野 浩二 二刀 二段 富翔館
山本 美樹 二刀 二段 東大阪
奥野 駿佑 二刀 初段 富翔館
竹本 一樹 二刀 初段 富翔館
猪俣 英雄 二刀 初段 富翔館

合格者名 種目 段位 所属
竹中 勝久 二刀 初段 友心館
奥田 克幸 二刀 二段 友心館
大倉 健史 杖 初段 蒼龍館
山本 崇文 小太刀 三段 蒼龍館
山本 崇文 二刀 二段 蒼龍館
澤田 享子 二刀 初段 蒼龍館
林田 光貴 小太刀 初段 富翔館
竹本 一樹 小太刀 二段 富翔館
猪俣 英雄 小太刀 二段 富翔館
弘田也須雄 小太刀 三段 富翔館
疋田 修士 基本 初段 友心館
濱田 悠河 基本 初段 友心館
疋田 修士 小太刀 二段 友心館
松山 真治 小太刀 二段 友心館
奥田 克幸 小太刀 二段 友心館
濱田 悠河 小太刀 初段 友心館
高橋 創 小太刀 初段 友心館
中川 広樹 小太刀 初段 友心館
近藤 優子 小太刀 初段 友心館
永野 雄太 小太刀 二段 有朊館
永野 詩織 小太刀 二段 有朊館
上野 博子 小太刀 初段 有朊館
飯野 武夫 小太刀 初段 河内長野
永野 雄太 二刀 初段 有朊館
辻村 誠崇 槍 初段 天武羅
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第35回世界大会（横浜市）の大阪代表選手
へのカンパのご厚志に感謝します。
代表選手25名に各3,000円を助成すること
ができました。支援団体及支援者は次の通
りです。（履正十三）会長10口、安田5口、
稲田5口、（有朊館）理事長10口、支援会
10口、岸和田小畑5口、（城東成育）松本5
口、（城北）岡本3口、（門真）中田2口、
（枚方市協会）副島・樋口10口、（河内長
野）川平5口、（武心館）金子5口、（高
槻）米田3口

第35回世界選手権大会入賞者（11/8横浜文化体育館）
笹本賢志郎 基本動作 7・8級の部 優勝 友心館
竹中 優生 基本動作 5・6級の部 三位 友心館
近藤 寛徒 基本動作 5・6級の部 優勝 友心館
笹本 幸子 基本動作 初段の部 三位 友心館
濱田 七星 小太刀 5・6級の部 三位 友心館
濱田 悠河 小太刀 初段の部 準優勝 友心館
奥田 克幸 二刀 二段の部 三位 友心館
山本 美樹 長剣 二段の部 三位 蒼龍館東大阪

次の19名が大阪府教育委員会より平成21年度
大阪スポーツ賞を受賞しました。
おめでとうございます。
洲崎亜沙子 大阪大学部
林田 光貴 富田林市立第一中学校
奥野 浩二 大阪府警 磯崎 雅貴 熊取町立南小学校4年
矢倉 匡 桜丘北小学校 浜田 悠河 桜丘中学校
山本 華澄 大阪市立諏訪小学校 林田 雄貴 四天王寺羽丘高等学校
奥野 純平 富田林市立富田林小学校 永野 雄太 有朊館岸和田クラブ
浜田 風磨 香里ヶ丘高校 西田 彩乃 桜丘中学校
西田 朱音 桜丘北小学校 竹中 優生 桜丘北小学校
疋田 真人 菅原東小学校 笠原 翔 川越小学校
近藤 寛徒 桜丘北小学校 笹本賢志郎 春日小学校
矢倉 士 青陵学園

第35回全日本選手権大会入賞者（7/5横浜体育館）
近藤 寛徒 基本 6級の部 優勝 友心館
笹本賢志郎 小太刀 9級の部 優勝 友心館
竹中 優生 小太刀 5級の部 優勝 友心館
邨田 賢祐 小太刀 2級の部 優勝 富翔館
浜田 七星 長剣フリー 5級の部 優勝 友心館
黒川 慎平 基本 10級の部 準優勝 友心館
浜田 悠河 小太刀 1級の部 準優勝 友心館
山本 美樹 基本 二段の部 準優勝 蒼龍館東大阪
西田 彩乃 小太刀 初段の部 準優勝 友心館
石原 大揮 小太刀 9級の部 3位 有朊館
近藤 寛徒 小太刀 5級の部 3位 友心館
古家 有偲 小太刀 7級の部 3位 有朊館
笠原 翔 小太刀 2級の部 3位 友心館
大森 一夫 長剣両手 初段の部 3位 蒼龍館
笹本 幸子 長剣フリー 初段の部 3位 友心館
邨田 賢祐 小太刀 2級の部 3位 富翔館
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第１８回大阪選手権大会

雑賀衆孫市祭り 岸和田市民祭り

第５回大阪少年少女大会

富翔館稽古風景

２００９年行事一部写真紹介

ホットスペース体験会
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