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第 52回全日本居合道大会（広島大会） 都道府県対抗優勝試合報告 

長崎県団体戦 11位（6.17点） 七段の部 平 禮道 全国ベスト８入賞！！ 

＜個人の部＞  

七段  準々決勝進出 平 禮道（南島原市 自営業）ベスト８ 

六段  2回戦敗退   宮﨑大輔（大村市 教職員） 

五段  3回戦進出   畑中健祐（長崎市 企業勤務）ベスト 16 

第 52 回全日本居合道大会 都道府県対抗優勝試合が平成 29 年 10 月 22 日（土）広島県広

島サンプラザ体育館にて行われました。五段、六段、七段の都道府県代表選手がトーナメント

方式で古流 2 本(自由技)、全日本剣道連盟居合 3 本(指定技)の計 5 本の技で対戦し、各段の

個人のポイント合計が団体の総合成績で戦いました。本県からは監督として高木志伸居合道

教士七段、選手として平 禮道（七段の部）、宮﨑大輔（六段の部）、畑中健祐（五段の部）の 3

名が出場しました。全日本居合道大会団体戦の結果は長崎県 47都道府県中、団体 11位（6.17）

でした。九州勢 8 県の中では一番良い成績でした。優勝は地元広島県、2 位新潟県、3 位が神

奈川県でした。個人は七段の部平禮道が準々決勝戦で個人優勝した地元広島県代表選手と

対戦しましたが、惜しくも敗退ベスト８入賞、六段の部宮﨑大輔 2回戦敗退、五段の部畑中健祐

が 3 回戦で個人準優勝した地元広島県代表選手と対戦しましたが、惜しくも敗退ベスト 16 でし

た。本年 5 月 17 日（日）に平戸小学校体育館で開催された県下居合道選手権で上位入賞した

五段から七段の各 2名を全日本強化選手として雲仙メモリアルホール・南島原武道館にて強化

稽古を行いました。本年度の強化稽古のテーマには「基本を正しく」を掲げ、抜きつけ、切り付

け、体裁き、納刀を徹底的に強化しました。その結果、全国の選手に見劣りのしない居合道の

追求ができました。今年の結果を踏まえ、今後とも居合道部として精進していきたいと思います。 

  

全日本居合道大会の様子            七段の部 平 禮道選手 

  

監督と選手記念写真撮影           五段の部 畑中健祐選手 

 

団体総合成績 

第１位 広島県、第２位 新潟県、第３位 神奈川県 

 

都道府県対抗優勝試合結果 

七段の部 準々決勝戦 

広島県 宮脇誠吾 3 ― 0 平 禮道 長崎県 

３回戦 

北海道 宗像純子 0 ― 3 平 禮道 長崎県 

２回戦 

長崎県 平 禮道 2 ― 1 海東英和 滋賀県 

１回戦 

埼玉県 永井恒夫 1 ― 2 平 禮道 長崎県 

 

六段の部 ２回戦 

長崎県 宮﨑大輔 1 ― 2 村上宜央 宮城県 

 

五段の部 ３回戦 

広島県 戒能浩幸 3 ― 0 畑中健祐 長崎県 

２回戦 

長崎県 畑中健祐 3 ― 0 角 裕幸 福井県 

１回戦 

群馬県 淺若祐恵 0 ― 3 畑中健祐 長崎県 
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＜居合道古流研究会の開催＞  

平成 29年 11月 26日（日）午前９時３０分から午後４時００分まで佐世保市総合グランド体育館

において居合道古流研究会を開催いたします。長崎県内に受け継がれた居合道の歴史や古流の

「技前」と「所作」に（一財）長崎県剣道連盟居合道部の会員が実際にふれることで、古来より伝わ

ってきた武道の素晴らしさや日本人としての心の大切さを学ぶことを目的としています。その中でも

日本の伝統文化とも言える「もののふの心」、「日本の心」を実際にふれることで、古来より伝わって

きた武道の素晴らしさを実感して欲しいと考えています。講師は県内の居合道七段・六段の諸先生

方です。今回は県内の古流とはどのようなものかということを知る機会ですので古流をまだ習って

いない段外から教士七段までの参加ができますので居合道部会員の皆さん是非、多くの参加をお

願いいたします。 

平成 29年度長崎県剣道連盟居合道部 古流研究会プログラム 

 古流 Ⅰ班 コース① 夢想神伝流    居合道教士七段 平 禮道・月見一博 

         コース② 知高流       居合道教士七段 川辺一郎 

         コース③ 神道無念流    居合道教士七段 宮﨑勝次・加藤 忠清 

 古流 Ⅱ班 コース④ 無双直伝英信流 居合道教士七段 金丸律子                    

居合道錬士六段 濵本勝馬 

         コース⑤ 心形刀流     居合道錬士六段 吉田伯芳 

開講式・集合写真撮影 挨拶  （居合道部長  高木志伸 ） 

居合道講話 長崎県の居合道と古流・・（高木志伸） 

居合道古流修業の目的・長崎県の居合道古流の歴史（講義） 

居合道古流コース別 （実技）（平 禮道）  

            解説及び実技・・・（コース別 六段・七段の先生方） 

居合道古流コース別 （実技）（平 禮道）  

            解説及び実技・・・（コース別 六段・七段の先生方） 

演武 全体演武（コース別に代表者による 公開演武） 

１５：５５～１６：００ 閉校式  挨拶  （居合道副部長 平 禮道） 

 

平成 18年 12月古流研究会     平成 28年 5月 宮﨑勝次先生個人演武 

＜（一財）長崎県剣道連盟居合道部今後の予定＞ 

１０月２１日（土） 第５２回全日本居合道大会 広島サンプラザ 全剣連 

１１月１８日(土） 居合道六・七段審査会 江戸川スポーツセンター 全剣連 

１0月２９（日） 県下剣道大会 西陵高校体育館 県剣連 

１１月２６（日） 平成 29年度古流研究会 佐世保市総合グラウンド体育館 居合道部 

１２月３日（日） 大阪居合道大会 舞洲アリーナ 大阪府剣連 

１２月１０（日） 県下剣道祭 長崎県立総合体育館（サブ） 県剣連 

１月７日（日） 大阪居合道大会 エディオンアリーナ（なんば） 大阪府剣連 

1月２１日（日） 第２回居合道委員会・理事会 県営野球場 居合道部 

３月１０日（土） 北九州居合道大会 北九州市立総合体育館 
北九州居合道

同好会 

３月２５日（日） 居合道講習会（級審査会） 
小佐々スポーツセンター 

（佐世保市） 
居合道部 

 

＜居合道中央審査会（大阪市中央体育館）＞ 

七段 岩田重憲、海野宏輝・六段 三根博幸 合格！！ 

平成２９年６月３０日大阪市中央体育館で開催された居合道七段・六段審査において七段に岩

田重憲（平戸市）、海野宏輝（長崎市）・六段三根博幸（長崎市）が合格をしました。 日頃の稽古に

対す熱い思いや弛まぬ努力の成果が現れたのだと思います。おめでとうございました。平成２９年

１１月１８日（土）に江戸川スポーツセンターで開催される居合道七段・六段審査においても受審さ

れる先生方も合格できますようお祈り申し上げます。 

 

 

六段三根博幸（長崎市）       七段  海野宏輝（長崎市）   岩田重憲（平戸市）、 


