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夏至過ぎて吾に寝ぬ夜の長くなる 正岡子規・・・ 「夏至」（げし） 

夏至は昼が最も長くいつもより明るい時間が多く楽しめるのですが、日本の本州の広い

範囲では梅雨の真っ只中であるため、あまり日が長くなったと感じることができないとい

うのが実情です。今年は 6月 21日（金）が夏至です。 

ヨーロッパでは夏至についてはいろいろな言い伝えがあるようです。ギリシャではま

だ嫁いでいない女性がイチジクの実がなる木の根元に自分が所有している物を置いた場

合、魔法によって将来のパートナーの夢が見られるという伝えがあります。ポーランド

では夏至は人間が最も恋をする日と言われています。 

日本には海外のように男女にまつわる言い伝えは無いものの、夏本番を前にした情緒

のある雰囲気が楽しめることから、様々な過ごし方が行われます。愛知県では普段離れ

て暮らしている方々や近所の方と共に田楽を食べながら過ごし来る夏に思いを馳せるそうです。  

また、一年間のうちでもっとも日の出から日没までが長い夏至を祝う催しは日本各地で今も風習として残されています。

そうした文化を改めて見直すことは、極めて大切な行事です。夏至には道場でも日本の伝統や風習を体験して、季節の移り

変わりを実感していくことも大切なことだと感じます。 

報告（1）・・第 71回長崎県高等学校総合体育大会剣道競技  （高総体観戦記） 

標記大会が令和元年 6月 1日(土)～3日（月）、平戸文化センターメインアリーナで開催された。女子団体決勝は島原高校が大村

高校を 2-0で下して 3年連続の勝利を飾った。先鋒峯松が引き分け、次鋒森も引き分けで迎えた中堅戦では昨年の全国中学大会

で個人優勝をした生出がメンを決めて試合の流れをつくった。副将の山口が引き分けで最後は大将岩本が見事なメン 2本を決め島

原高校が優勝を決めた。3月の全国選抜大会準優勝の島原高校と大村高校の対戦は島原高校に軍配があがった。女子個人戦で

は西陵高校の松下明奈が島原高校の峯松加奈を制し、優勝を飾った。インターハイでは間違いなく優勝候補の筆頭に挙がる。また、

監督及び選手も優勝を目指している。 男子団体は決勝では西陵高校が島原高校を 3-1で下して 9年ぶり 4回目の優勝を飾った。

西陵高校は出場 5人中 3年生が初めて 4人起用された。先鋒の七里が引き分け、次鋒野口は春の選手権では控えだったが 3年

生の意地を出し、豪快なメンを決め 1本勝ち、中堅大森は相手が引き技を打って構え直したところで鮮やかなメン。残り約 15秒で再

びメンを決め、主導権を引き寄せた。続く副将戦は相手島原の金丸にメンをとられ負け、最後は頼れるエース橋本の豪快なメンで勝

負が決まった。混戦を抜け出したわずかな差は間違いなく最上級生の意地だった。男子個人戦では島原高校の齋藤瑞貴が西陵高

校の橋本和馬を制し、優勝を飾った。西陵高校は全国トップレベルの島原高校を制した実力はインターハイでも日本一をじゅうぶん

に狙うことのできるチームになっている。 （高総体結果詳細は県連ホームページに掲載） 

女子団体 優勝  島原高校 優勝（3年連続 16回目） 女子個人優勝 松下明奈（西陵）2位 峯松加奈（島原） （全国大会出場）  

団体  2位 大村高校 3位 長崎日本大学高校・長崎北高校 （団体 3位まで九州大会出場）         

男子団体 優勝  西陵高校 優勝（9年ぶり 4回目） 男子個人優勝 齋藤瑞貴 （島原）橋本和馬（西陵）（全国大会出場） 

団体  2位  島原高校 3位 長崎南山高校・長崎日本大学高校（団体 3位まで個人ベスト 8まで九州大会出場） 

女子個人 3位岩本瑚々（島原）・下田陽子（長崎北）ベスト 8 山口光子（向陽）岩永愛花（大村）松尾海以（長崎北）山口菜々実（島原） 

男子個人 3位氏福 勝太（瓊浦）・楠本晃聖（瓊浦）ベスト 8 池田恭佐（鎮西）荒木 啓（島原）中尾崇人（大村）松田柊平（海星） 

 

男子団体優勝（西陵高校） 

 

女子団体優勝 （島原高校） 

 
左：男子個人優勝 齋藤瑞貴 （島原）    

右：女子個人優勝 松下明奈 （西陵） 

 

 

 
写真：蓮の花 

花言葉「清らかな心」 



令和元年 6月 VOL0 9（一財）長崎県剣道連盟 文責：理事長 小野田 稔     編集：広報委員 高木志伸 

報告（2）・・令和元年度 長崎県剣道選手権大会(男子･女子) 

兼第 67回全日本剣道選手権大会県予選兼第 58回全日本女子剣道選手権大会県予選 

令和元年 5月 19日(日)、長崎県立総合体育館武道場において(一財)長崎県剣道連盟主催、(公財)KTNスポーツ振

興財団後援で標記大会が開催されました。好天に恵まれ、さわやかな風も入りこむ剣道日和となり、県内各地から集っ

た精鋭が選手権大会にふさわしくレベルの高い熱戦を繰り広げました。 

男子優勝者は 11月 3日(祝)、大阪市で開催される第 67回全日本剣道選手権大会に女子優勝者は 9月 8日(日)長

野県で開催される第 58回全日本女子剣道選手権大会に長崎県代表として出場します。 

【男子】優勝 田尻 航（県警）   2位 白鞘甲大（県警） 3位 藤山光治（県警）・宮﨑東平（学剣連） 

【女子】優勝 土居裕佳（学剣連）2位 川本智絵（県警） 3位 馬場亜侑美（県警）・中村久美子（学剣連） 

   

男女優勝者 男子入賞者 女子入賞者 

報告（3）・・第 74回国民体育大会（兼第 69回西日本各県対抗剣道大会）長崎県予選会＞ 

第 74回国民体育大会（兼第 69回西日本各県対抗剣道大会）長崎県予選会が平成 31年 4月 21日(日)、長崎県立

西陵高等学校武道場において開催されました。（主催：長崎県剣道連盟）第 74回国民体育大会は茨城県で開催されま

す。剣道競技は、令和元年 9月 29日(日)～10月 1日(火)、茨城県筑西市下館総合体育館で開催されます。 

第 69回西日本各県対抗剣道大会は、令和元年 6月 16日(日)福岡県で開催されます。選手の皆さんの実力が発揮

され最高の試合ができますよう祈念申し上げます。なお、長崎県剣道連盟では競技力向上対策事業として、国体選手等

合同稽古会を県内外各地で実施しています。特に毎週水曜日の 19:30～21:00に県警武道館で実施している同稽古会

については、選手候補者はもちろん一般有志の方々にも奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。 

 

  

◆成年男子の部 

 先 鋒 一入将祐 （鹿屋大） 

次 鋒 藤山光治  (県警) 

中 堅 小野田稔秀(県警) 

副 将 山口 巧   (県警) 

大 将 本田芳宏  (県警) 

◆成年女子の部 

先 鋒 川添辞乃 (県警) 

  中 堅 中村久美子(学剣連) 

 大 将 福田美佐子（学剣連） 
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報告(4)・・令和元年度 第 42回 長崎県道場少年剣道大会（道場連盟） 

標記大会が令和元年 5月 6日(月)、諫早市立森山スポーツ交流館で開催されました。団体戦上位の小学生１２チー

ム・中学生１０チームは、７月２９日（月）７月３０日（火）開催の第５４回全国道場少年剣道大会に出場します。個人戦優

勝の小・中学生男女各１名は１２月２２日（日）に新潟県上越市で開催される全国道場小・中学生剣道選手権大会に長崎

県代表として出場します。 

団体小学の部 優勝 黒髪少年剣道育成会（佐世保市） 団体中学の部 優勝 真崎少年剣道会（諫早市） 

 

団体中学生の部 2位 川棚少年剣友会（東彼杵郡） 3位 不二剣道錬成館（佐世保市）・布武会（南島原市） 

団体小学生の部 2位 有明剣道振興会（島原市）   3位 不二剣道錬成館（佐世保市）・橘道場（長崎市） 

個人小学生男子 優勝 押渕 碧（黒髪）   2位 太田瑛崇（有明）  3位  吉田颯虹（不二剣）・岩永修人（放虎原） 

個人中学生男子 優勝 竹田章人（布武会） 2位 戸田優人（黒髪）  3位  永吉和馬（不二剣）・平山修資（平山） 

個人小学生女子 優勝 山浦友希（真崎）   2位 川原珠那（三浦中央）3位  本田 澪（亀舟館)・鈴木叶凜(修悠館) 

個人中学生女子 優勝 永井萌（長田）    2位 山浦未羽(真崎)   3位  松尾優花(養心会)・浦田季美(日見) 

 

 
中学の部  

優勝真崎少年剣道会 

 

小学の部  

優勝黒髪少年剣道育成会 

 

  

報告（5）・・第 66回全九州学生剣道選手権大会結果 

男子 優勝 若杉一真（福岡大１年・島原高校←東長崎中学←翔雄館（長崎市）出身） 

  

令和元年 5月 11日（土）に福岡県糟屋ドームにおいて第 66回全九州学生剣道選手権大会並びに第 52回全九州女

子学生剣道選手権大会が開催されました。九州内の大学より男子、女子が全日本学生剣道選手権大会の出場権を目

指して、個人戦の熱い戦いが繰り広げられました。男子は全日本学生剣道選手権大会にベスト 16並びにベスト 16に残

れなかった者を中心として（ベスト 32より）連盟が推薦する４名の計 20名が出場します。女子は全日本女子学生剣道選

手権大会にベスト 8並びにベスト 8に残れなかった者を中心として（ベスト 16より）連盟が推薦する 2名の計 10名が出

場します。今大会で男子では長崎県立島原高校出身の福岡大学１年 若杉一真選手が見事、優勝しました。 

 

【男子結果】 

優勝 若杉一真 (福岡大) 

2位  曽田  (鹿屋体育大) 

3位  内橋  (鹿屋体育大) 

3位  水田  (鹿屋体育大) 

 

【決勝】 

〇若杉(福岡大)コー曽田(鹿体大)× 

 

【準決勝】 

〇若杉(福岡大)メー内橋(鹿体大)× 

×水田(鹿体大)ード曽田(鹿体大)〇 

 

【準々決勝】 

〇若杉(福岡大)メドー徳永(西南大)× 

〇内橋(鹿体大)メー鈴木(鹿体大)× 

〇水田(鹿体大)メメー岡部(志學大)× 

〇曽田(鹿体大)メメー梅林(日経大)× 

 

 

写真：優勝の若杉一真（福岡大） 

https://www.illust-box.jp/sozai/42295/
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報告（6）・・令和元年度 第 16回長崎県ねんりんピック剣道競技交流大会結果報告 

標記の大会が令和元年 5月 11日(土)、諫早市小野体育館において開催されました。本大会は毎年、各都道府県持

ち回りで開催される「全国健康福祉祭大会(ねんりんピック)」の選手選考も兼ねたものです。今年の「第 32回全国健康

福祉祭わかやま大会」令和元年 11月 9日(土)～11日(月)和歌山県西牟婁郡白浜町で開催されます。 

   

 

 

 

お知らせ（１）・・令和元年度（6月～7月） （一財）長崎県剣道連盟 主な年間事業計画及び行事予定 

令和元年度（6月～7月） （一財）長崎県剣道連盟 主な年間行事予定です。 

6

月 

1(土)～3(月) 県高等学校総合体育大会剣道競技 平戸文化センター 

1(土)～2(日) 第 28回杖道中央講習会 日本武道館研修センター 

9（日） 第 1回評議員会 長崎グラバーヒル 

13（木）～16（日） 第 57回全国中堅剣士講習会 奈良市中央体育館 

15(土) 少年剣道基本・強化錬成会 江迎中学校 

16（日） 西日本各県対抗剣道大会 アクシオン福岡 

16（日） 少年剣道基本・強化錬成会 片淵中学校 

22（土） 少年剣道基本・強化錬成会 県立武道館       

23（日） 杖道中央伝達講習会 長田文武館 

28（金）～30(日) 社会体育指導員養成講習会 沖縄県立武道館 

29（土） 少年剣道基本・強化錬成会 大村中央小学校     

30（日） 第 2回長崎県居合道演武大会 大村市シーハットサクラホール 

7

月 

5(金) 居合道 6・7段審査会 徳島市立体育館 

6(土）～7（日） 居合道西日本地区講習会 徳島市立体育館 

6(土）～7（日） 全九州高等学校剣道大会 沖縄県立武道館 

13(土） 第 11回全日本都道府県女子大会 日本武道館  

13(土） 少年剣道基本・強化錬成会 小浜町体育館 

15（月）祝日 第 38回九州高段者研修会  那覇市民体育館 

24（水）～29（月） 令和元年度玉竜旗高校剣道大会 福岡市総合体育館 

27（土） 県中学校総合体育大会剣道競技 諫早市森山スポーツ交流館 

28（日） 九州剣道連盟会議 福岡市総合体育館 

   

 


