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○ 第１６回大阪段位審査会のお知らせ
段位審査会の日程が決まりました。支部で相談の上、同封の申込書に記入して申し込んで下さい。

と き １２／１２（日）受付・稽古１３：００～、 審査会１５：００～１７：００
ところ 東大阪大学柏原高等学校内アリーナ

柏原市本郷5丁目993 ℡ 072-972-1565
＜アクセス＞ 外環状170号線「柏原高校前」交差点前

申込み 申込書に必要事項を記入の上、各支部長または大阪協会事務局まで申し込んで下さい。
締切り １１／３０厳守

10/11(月祝)、なみはやドームに於いて第6回
大阪尐年尐女大会、第2回大阪ブロック大会を開
催しました。参加者は幼年～中学計220名、役員
50名、運営30名でした。兵庫、奈良、和歌山か
らも参加がありました。

役員、審判員、運営委員、保護者のご協力に
より、無事成功に終えることができました。

大会入賞者は来年の全国尐年尐女大会の出場
権が与えられます（成績結果は別項）。今大会
を通じて、参加者がまた新たな目標を掲げ、
日々の稽古に励んでいただくことを期待します。

午前中に行われた大阪ブロック大会（団体戦）に
おいて、友心館桜丘北A（小学生の部）と
富翔館富田林A（中学生の部）が優勝しました。こ
の2チームには、来年のブロック大会の予選を免除
し、次年度本大会への出場シード権が与えられます。
おめでとうございます。
大阪尐年尐女大会（個人戦）において、１分１本

勝負相打有の厳しい条件で、２種目優勝を果たした
選手が７名いました。石原大揮（有朊館）、石原慶
一（有朊館）、竹中美優（友心館）、畑中棟伍（友
心館）、林田光貴（富翔館）、谷川優育（友心館）、
濱田七星（友心館）。

第６回大阪尐年尐女大会
＆ 第２回大阪ブロック大会 活況！



【行事予定】
11/3(水祝)10:00～ 府民スポレク際＆大阪代表選手強化練習 大阪府立体育会館
11/7(日) 和歌山県大会 和歌山県立武道館
11/10(水) 子ども体験プログラム 大阪市立日本橋小学校
11/17(水) 子ども体験プログラム 大阪市立矢田西小学校
11/21(日) 親子フェスタ 大阪市立苗代小学校
11/23(火祝) 大阪市城東諏訪交流大会 大阪市立諏訪小学校
11/24(水) 子ども体験プログラム 大阪市立大開小学校
11/26(金) 子ども体験プログラム 大阪市立八幡屋小学校
12/5(日) 本部予算総会 横浜市
12/5(日) 奈良大会
12/12(日) 第15回大阪段位審査会 東大阪大学柏原高等学校
12/22(水) 子ども体験プログラム 平野区
12/24(金) 子ども体験プログラム 住吉区
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○ 講習体験イベントへの取り組みについて

当協会は発足以来、講習体験イベントに力を入
れてきました。今では、各方面から年間を通じて
50件以上の講師派遣の依頼がきています。

昨年、(財)大阪市教育振興公社がスポーツチャ
ンバラ体験講座を実施した大阪市内小学生を対象
に、講座実施前と実施後にアンケート調査しまし
た（有効回答数277・小学1～4年生）。以下結果。

≪体験前≫
経験（やったことがある18％、みたことがある
25％、しらない57％）
やる気（とてもやりたい58％、すこしやりたい
28％、やりたくない12％）
≪体験後≫
充実感（すごく面白かった82％、まあまあ面白
かった13％、あまり面白くなかった2％、つまら
なかった3％）
達成感（できた71％、すこしできた20％、あまり
できなかった5％、できなかった4％）
自信（できる58％、すこしできる23％、むつかし
い14％、できない5％）

スポーツチャンバラを体験したことがない82％
の子供のほとんどが、やってみたいと思っていて、
体験後には、充実感、達成感、自信ともに高い評
価をしています。

また、春と秋には野外で行う体験イベントの依
頼が相次ぎます。2～3年先押さえで申し込む団体
もあります。多くは市民祭りやスポーツイベント
を主催する委員会からの申込みです。
最近では、行政関係だけでなく、動物園や企業

からも声がかかり始めています。

こういった一日かけての不特定多数（老若男女
300～500名、観客合わせると1000名以上）を相手に
する野外イベントは、スポーツチャンバラの普及活
動において重視しています。

近隣クラブの会員勧誘はもちろんですが、スポー
ツチャンバラがどういった競技なのかを、一般の人
たちに見てもらう絶好の機会です。またクラブ模範
生の発表の場となります。特に、大会で入賞できて
いない子供会員に参加させてみて下さい。人に“教
える・伝える”という経験が子供を「グッ！」と成
長させるようです。

地域に根差した活動が、府下全体の普及につなが
ります。これまでも市民祭り等のイベントからクラ
ブ作りに発展したことや、別の団体から声がかかり
後日講習会を行った実績は多数あります。

講習イベントには必ず、名刺、資料、のぼりの
セットを忘れないようにしましょう。「のぼり」を
たてることにより、見学しているいる人（保護者や
他団体など）に「スポーツチャンバラ」という名前
を覚えてもらえます。

次に名刺と資料です。見学している関係者のよう
な方には、そっと名刺と資料を渡し、ついでにス
ポーツチャンバラの魅力を語りましょう。

見学しているくらいですから、説明されて嫌な気
にはならないはずです。

ぜひ皆さんも、この有意義な事業に加勢いただき、
スポーツチャンバラの普及発展にご尽力いただきま
すようお願いします。
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○ 国際交流体験講習会の報告
9/17府立体育会館に於いて国際交流体験

講習を行いました。パナソニック・ニュー
ジーランド支社の男性２８名を対象に、２
時間の体験プログラムを実施しました。外
国人を対象に体験講習をするのは府連とし
て初めてだったので、どうなるか不安はあ
りましたが、担当した指導員がそれぞれの
持ち味を活かして活躍し、大成功に終える
ことができました。初めの掴みのあいさつ
では、小林先生が流暢な英語で体験者に語
りかけ、一気に場は和みました。

奥 田 克 幸 第３５回世界選手権大会二刀二段以上の部 ３位
近 藤 寛 徒 第３５回世界選手権大会基本動作５・６級の部 優勝

第３５回全日本選手権大会基本動作５・６級の部 優勝
笹 本 賢志郎 第３５回世界選手権大会基本動作７・８級の部 優勝

第３５回全日本選手権大会小太刀９・１０級の部 優勝
笹 本 幸 子 第３５回世界選手権大会基本動作初段の部 ３位
竹 中 優 生 第３５回全日本選手権大会小太刀５・６級の部 優勝

第３５回世界選手権大会基本動作５・６級の部 ３位
濵 田 七 星 第３５回世界選手権大会小太刀５・６級の部 ３位

第３５回全日本選手権大会長剣有級の部女子部門
長剣フリー１級～１０級の部 優勝

濵 田 悠 河 第３５回世界選手権大会小太刀初段の部 ２位
山 本 美 樹 第３５回世界選手権大会長剣フリー二段の部 ３位

基本動作、護身打ち、囲い技、よけ技など
を指導し、元立ちへの掛かり稽古や廻り稽
古を行いました。終盤、個人トーナメント
戦を行い、最後は４チームに分かれての合
戦を行いました。優勝チームは“MIXED 
VEGIES”でした。今後もこういった国際交
流体験講習を積極的に開催していきたいと
思います。海外遠征もあるかも。今回は平
日の午前中でしたが、今後、中高生が参加
できる日程で開催できれば学生にとっても
貴重な体験ができるかと思います。

担当指導者：小林、林、西野、大森、橋
本、浦井、柚岡太、上野、永野（敬称略）

○大阪スポーツ賞 授賞式
9/18(土)エルおおさかにて、次の

８名が大阪府教育委員会より栄誉あ
る平成22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。
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○ 第36回世界選手権大会入賞者 8/22於：国立オリンピック記念青尐年総合センター
辻村 誠崇 棒・杖 初段以上の部 優勝 天武羅
笹本 賢志郎 基本動作 7・8級の部 優勝 友心館
近藤 寛徒 二刀 5～10級の部 優勝 友心館
浜田 悠河 二刀 初段の部 優勝 友心館
石原 大輝 基本動作 7・8級の部 準優勝 有朊館
濱田 七星 基本動作 3・4級の部 準優勝 友心館
邨田 賢祐 小太刀 1・2級の部 準優勝 富翔館
石原 慶一 長剣フリー 3・4級の部 準優勝 有朊館
山本 崇文 基本動作 二段の部 ３位 蒼龍館
寺岡 佳奈芽 基本動作 9・10級の部 ３位 友心館
石原 有彩 基本動作 5・6級の部 ３位 有朊館
石原 慶一 基本動作 3・4級の部 ３位 有朊館
濱田 陸海 小太刀 1・2級の部 ３位 友心館
邨田 賢祐 長剣フリー 1・2級の部 ３位 富翔館
笹本 幸子 基本動作 初段の部 ３位 友心館

○ 第36回全国尐年尐女大会入賞者 8/1 於：静岡市由比体育館
林田 雄貴 個人戦打突競技 グランドチャンピオン 富翔館
林田 光貴 団体戦打突競技 近畿ブロック代表 優勝 富翔館
濱田 悠河 団体戦打突競技 近畿ブロック代表 優勝 友心館
石原 有彩 基本動作 5・6級の部 優勝 有朊館
邨田 賢祐 小太刀 1・2級の部 優勝 富翔館
林田 雄貴 小太刀 初段以上の部 優勝 富翔館
石原 大揮 長剣フリー 9・10級の部 優勝 有朊館
奥野 純平 長剣フリー 1・2級の部 優勝 富翔館
濱田 七星 二刀 3～10級の部 優勝 友心館
林田 光貴 小太刀 初段以上の部 準優勝 富翔館
上野 誠大 長剣フリー 1・2級の部 準優勝 有朊館
濱田 悠河 長剣フリー 初段以上の部 準優勝 友心館
濱田 悠河 二刀 初段以上の部 準優勝 友心館
石原 慶一 基本動作 3・4級の部 ３位 有朊館
竹中 美優 基本動作 1・2級の部 ３位 友心館
上野 文華 小太刀 5・6級の部 ３位 有朊館
浜田 陸海 小太刀 1・2級の部 ３位 友心館
寺岡 佳奈芽 長剣フリー 9・10級の部 ３位 友心館
竹中 美優 長剣フリー 5・6級の部 ３位 友心館
竹本 樹亜 長剣フリー 5・6級の部 ３位 富翔館
弘田 翼 長剣フリー 初段以上の部 ３位 富翔館
奥野 純平 二刀 1・2級の部 ３位 富翔館
矢倉 史也 二刀 1・2級の部 ３位 友心館
矢倉 士 二刀 初段以上の部 ３位 友心館
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○ 本部講習（一級審判検定、段位審査会）

今、スポーツチャンバラは老若男女の健康増進や
家族友人のコミュニケーションスポーツの場となる
ことに、全国から大きな期待が寄せられています。
各地においても、目覚ましく競技人口が増加してお
り、皆様には今後益々の活躍を期待しています。

一方、普及の進展にもかかわらず、指導法や審判
技術、スポーツチャンバラに対する理解が、まだま
だ不足しているのが実状です。そのことは我々協会
が、日ごろの活動で強く感じていることでもありま
す。

＜資格及び段位取得者＞
大畠二六雄 短刀八段
菅 正宏 基本動作一級審判、基本動作五段、小太刀五段
安田 孝雄 基本動作一級審判、検査役一級審判、両手長剣五段、二刀五段
小林 一雄 主審一級審判、検査役一級審判、両手長剣五段、二刀五段
林 光一 基本動作一級審判、検査役一級審判、小太刀五段、棒五段
松本 富夫 基本動作一級審判、検査役一級審判、基本動作五段、二刀五段
竹中 明美 主審一級審判、検査役一級審判、二刀四段
別所 慶人 小太刀五段
西野 富雄 主審一級審判
久保 哲哉 主審一級審判、検査役一級審判
辻村 誠崇 基本動作一級審判、主審一級審判
岡本 吉史 A級インストラクター
弘田也須雄 主審一級審判、検査役一級審判
奥野 浩二 主審一級審判、検査役一級審判
猪俣 英雄 基本動作一級審判、主審一級審判
竹本 一樹 基本動作一級審判、主審
浦井 翔平 基本動作一級審判
中田 和志 主審一級審判
長澤 伸英 主審一級審判、検査役一級審判
稲田 和人 主審一級審判、検査役一級審判、二刀五段
松本 大樹 基本動作一級審判
大倉 健史 基本動作一級審判、主審一級審判、楯小太刀三段
大森 一夫 両手長剣三段
西野 理 楯小太刀二段
原田 誠 基本動作一級審判
大倉 健史 槍三段
山本 崇文 棒二段

７／４（日）、門真市民プラザに於いて日本ス
ポーツチャンバラ協会会長をお招きし、指導者研
修会を開催しました。各地から約４０名のクラブ
代表者が参加しました。
研修内容は、スポーツチャンバラの現状と展望

について、大きな観点から、会長の講話をいただ
きました。次に改めて各種目のルール解説、指導
法、審判法を学び、終盤は審判検定及び技術検定
試験を行いました。実技試験は目合わせ方式を取
り、多数占める判定を正とし尐数判定を不可とし
ました。尐数判定が正の場合もあるので、対戦し
た競技者に直接聞いて正否を正しました。昼の会
議は会長列席の上、府連の組織と役員構成を点検、
整理しました。
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【活動報告】

・6/20横浜市での第36回全日本選手権大会に出場。
・6/21ホテルアウィーナでの大阪府スポ小会議に
出席。
・6/26大阪市スポーツ功労賞受賞式に出席。
・6/27兵庫県立体育館での兵庫大会に参加。
・7/3ワシントンホテル内レストランにて田邊会
長と常任理事で会食会議。
・7/4門真市民プラザにて本部講習を開催。
・7/11理事会及び大会実行委員会を開催。
・7/23本部理事会及び臨時総会に出席。
・7/31有朊館道場にて槍棒杖錬成会を開催。
・7/31静岡市公民館において全国大会前夜祭に参
加。
・8/1静岡市での第36回全国尐年尐女大会に出場。
・8/5浪速スポーツセンターにてイベント打ち合
わせ会議。
・8/5苅田北小学校にて子ども体験講習を実施。
・8/6大阪市分室にて理事会を開催。
・8/7～8大阪大学豊中キャンパスにおいて、関西
学生合宿を実施。
・8/9墨江小学校にてイベント打ち合わせ。
・8/21東京での本部臨時総会及び世界大会前夜祭
に参加。
・8/22東京での第36回世界選手権大会に出場。
・8/24大阪市体育協会をあいさつ訪問。
・8/24大阪市分室にて大会運営会議。
・8/31常任理事会を開催。
・9/4鷺洲小学校にて子ども体験講習を実施。

・9/10新会長理事長行政あいさつ廻り。大阪体育協会、
大阪府ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ協会、大阪市体育協会、大阪府生涯ス
ポーツ振興課。
・9/17大阪府立体育会館にて国際交流体験講習を実施。
・9/18阿倍野子供子育てプラザにて子ども体験講習を
実施。
・9/18エル大阪において大阪スポーツ賞を受賞。
・9/22府民スポレク会議に出席。
・9/24大阪市分室にて大会実行委員会。
・9/26京都府にて近畿大会に参加。
・9/29府立体育会館にて大阪府スポ小会議。
・9/30大阪市分室にて大会運営会議。
・10/5東大阪市柏田中学にて打合せ。
・10/6大阪市分室にて大会運営作業。
・10/9浪速スポーツセンターにて、合同練習及び体験
講習を実施。
・10/11府立なみはやドームにて第6回大阪尐年尐女大
会兼第2回大阪ブロック大会を開催。
・10/14阿倍野区役所にてイベント打合せ会議。
・10/16鶴見区こどもプラザにて子ども体験講習を実
施。
・10/22府立体育会館にて府民スポレク会議に出席。
・10/23白浜でのわかやま国体に向けたインストラク
ター講習に派遣指導。
・10/24東大阪市民祭りに協力。
・10/24泉佐野子ども祭りに協力。
・10/26大阪市分室にて大会反省会。
・10/30有朊館道場にて槍棒杖練成会。
・10/31岸和田市に於いて大阪府スポーツ尐年大会。


