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中国大会広島県予選ベスト16
2019年05月13日

5/11と5/12に広島県立体育館で行われた中国大会の県予選がありました。
4月に予選として地区大会では初戦で負けてしまいましたが、
この県予選では地区大会ベスト8の学校を下して3回戦まで勝ち進み、県ベスト16になりました。
もう一つ勝てれば表彰台というところでしたが、県ベスト8の壁は厚く、今回は打ち破ることができませ
んでした。

とはいえ、一ヶ月後の県総体に向けて弾みのつく内容だったので、県総体でも上位進出を目指して
頑張りたいと思います。

剣道部

詳細を見る

高校１年生大会　男子団体Ⅰ部３位入賞
2019年02月08日

１月下旬に広島地区の１年生剣道大会がありました。
この大会は高校１年生だけで団体戦を組み、審判は全て高校２年生が
行うというユニークな大会です。
団体戦は男子はⅠ部（５人制）とⅡ部（３人制）があり、広島学院の１年生は
Ⅰ部とⅡ部の両方に出場しました。

Ⅱ部は二人での出場でしたが、初戦に安芸高校と対戦して勝ち、
次戦で皆実高校（今回の優勝チーム）と対戦しました。
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結果として敗れはしたものの、先鋒引き分け、大将一本負けという結果で
それぞれフルに４分間試合ができました。
特に先鋒の生徒は思い切って打ったメンが相手を捉え、一本かという打ちも
ありました。

Ⅰ部の団体は準決勝で強豪沼田高校と対戦しました。 
先鋒は引き分けたものの、その後次鋒から大将まで敗れて
結果０－４で敗退しました。
Ⅰ部Ⅱ部ともに県下の強豪と対戦したことで、貴重な経験を積むことができました。
今回の試合で得たことを糧に３月の京都大学遠征で一つでも多く勝ちたいと思います。

 以下表彰式の様子

賞状を持って集合写真

剣道部

詳細を見る

第六回神戸大学剣道部高校招待試合
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2018年12月20日

12月16日（日）に神戸大学剣道部が主催する高校招待試合がありました。
近畿圏の学校と剣を交える貴重な機会なので参加を希望する生徒も多く、
ありがたいことに保護者の皆様の協力の下、今年も参加することができました。
 近畿圏以外からも岡山、静岡の高校なども参加し、計約５０校が参加しました。

また、本校剣道部ＯＢの５５期のＭ君（神戸大・医・３年）も応援に来てくれました。

試合結果は以下の通りです。
【４校リーグ】
①広島学院０（０）ー３（５）明星（大阪）

②広島学院３（５）ー２（５）小野（兵庫）

③広島学院４（９）ー０（１）西宮北（兵庫）・尼崎北（兵庫）

　　→２位通過
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【決勝トーナメント】
１回戦　広島学院１（２）ー４（６）天王寺（大阪）

以上の通り、何とか予選リーグは勝ち抜けたものの、
決勝トーナメントでは1回戦敗退となってしまいました。

その後、申し合わせの試合で２試合ほど行い、閉会式の後、
無事に広島に戻ってきました。

予選リーグではあわや敗退かと思う場面もありましたが、何とか大将が
一本を奪いきることができて、決勝トーナメントに進出できました。
追う展開になるとそのまま押し切られることが多いのですが、
追いついて勝ちきるという経験ができたことは収穫です。

今回の試合の経験を糧にして、まずは１月の１年生大会に向けて
ギアを上げていきます。
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剣道部

詳細を見る

新人剣道大会　地区予選　県予選　結果報告
2018年12月04日

広島地区新人剣道大会　平成30年10月20日
（団体戦のみ）
一回戦　広島学院3(6)―1(1)広島井口
二回戦　広島学院2(3)―2(4)近大東広島 …地区ベスト16

近大東広島には最後に一歩及ばず、無念の敗退となりました。

広島県新人剣道大会　平成30年11月11日、12日、18日
（剣道形）
59期F君・59期F君ペア…一回戦敗退　
59期K君・59期N君ペア…二回戦敗退　
60期K君・60期K君ペア…一回戦敗退　

（個人戦）
59期 N君…一回戦敗退　呉商業にメンで一本負け
59期 K君…二回戦敗退　市立沼田にメンで一本負け　
60期 I君…一回戦敗退　呉商業にコテで一本負け

（団体戦）
一回戦　広島学院5(7)―0(1)県立広島
二回戦　広島学院2(3)―2(3)国際学院　代表戦でメンを取られ、敗退。

県の団体戦ではベスト８シードの国際学院と対戦しました。
副将まで終わった時点で広島学院2(3)-1(1)国際学院だったので
大将が一本負けまでならこちらの勝ちが決まっていたのですが、
相手大将の意地で二本取られて代表戦となり、結果敗れてしまいました。

勝負に「たられば」はありませんが、それでも手中から勝ちが零れ落ちた悔しさは忘れられません。
４月からの県総体と中国大会の県予選に向けて足りない部分を補って、次は県ベスト８以上を狙います。
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剣道部

詳細を見る

夏休みの稽古予定
2018年07月24日

夏休みの練習計画です。（Ａ：９：００～　Ｐ：１４：００～）
ＯＢや保護者の皆様で来校可能な日がありましたらいつでもお越しください。

７月
２４日（月）Ｐ
２５日（水）Ａ
２６日（木）Ａ
２７日（金）Ａ
３０日（月）中学：Ａ　高校：安芸路錬成大会＠廿日市ＳＣ
３１日（火）中学：Ｐ　高校：安芸路錬成大会＠廿日市ＳＣ

８月
　１日（水）Ａ
　２日（木）中学：市総体初日　　高校：休み
　３日（金）中学：市総体二日目　高校：休み
　７日（火）Ｐ
　８日（水）Ａ
　９日（木）Ｐ
１０日（金）Ａ
２０日（月）Ａ
２１日（火）Ｐ
２３日（木）Ａ
２４日（金）Ｐ
２５日（土）Ａ（修道練習試合）
２６日（日）昇段審査
２７日（月）～２９日（水）合宿＠アルカディアビレッジ

剣道部

詳細を見る

高３(５８期)引退稽古
2018年06月22日

６月１９日（火）の稽古をもって、高３（５８期）が引退しました。
中高合同で基本稽古、地稽古、かかり稽古をして、稽古の後に一人ずつ話をします。
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「6年間の剣道部で得たものについて」
「剣道という武道の道の歩み方」
「周囲への感謝」
「剣道で学んだこと」などなど。
頑張ってきた先輩たちだからこそ重みのある話でした。
教育実習で帰ってきていた５３期キャプテンのＴ君からも言葉をもらい、
最後に全員で写真撮影。

一つ上の57期の引退が少し早かった分だけ、
顧問の私としても彼らとの付き合いがより深かった気がします。
一緒に剣道ができて楽しかったですよ。
後輩も彼らから多くのことを学ぶことができたと思います。

これから「受験」という一本勝負が待っていますが、
臆さず、攻め気を大切に、今この瞬間を大切に頑張ってください。
良い報告を期待しつつ、３月の卒業稽古を楽しみにしています。

今日から５９期を中心にした新チームを作っていきます。
こちらも新人戦で良い報告が先輩たちにできるように頑張っていきましょう。
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剣道部

詳細を見る

高校剣道部　中国大会　個人ベスト８！
2018年06月18日

先日本校でオープンスクールが行われましたが、
同日に廿日市ＳＣで中国高等学校選手権大会が行われました。
本大会では各県の個人戦ベスト３２以上の生徒が出場でき、
中国５県の１６０人で順位を決める大会となります。

この中国大会で本校のＮ君（５８期・高３）がベスト８となりました！

詳細は以下の通りです。
１回戦　なし
２回戦　米子北斗高校・・・引き胴で一本勝ち。
３回戦　萩商工・・・メンで一本勝ち
４回戦　八頭高校・・・メンで一本勝ち。個人戦で県２位のシード選手に大金星。
５回戦　大社高校・・・返しドウで一本先行されるも、試合終了直前にメンを取り返し、
　　　　　　　　　　　　　延長戦でさらにメンを一本とって逆転勝利。
準々決勝　玉島高校・・・メンを取られ、攻め返すも起こり際のコテを取られてしまい敗退。

一戦一戦無心で向かった結果、強豪校の強敵を何人も打ち破ることができました。
広島県代表の中でベスト８まで上がった選手はＮ君のみということも含めて、
県大会の個人戦や団体戦で勝ちきれなかった悔しさを最後に晴らすことができました。
実力があっても勝てないことがあるのが勝負の世界ですが、
このブロック大会で結果を出すことができたのはＮ君自身の努力の賜物です。

本大会をもって５８期生は引退となり、明日の引退稽古が最後の稽古となります。
後輩の部員たちも、最後にしっかり胸を借りるつもりで稽古に臨んでもらいたいものです。
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試合後、５８期の三人で　（左からＫ君、Ｎ君、Ｏ君）

剣道部

詳細を見る

高校剣道部　第７１回県総体　結果報告
2018年06月13日

６月２日、３日に県総体の団体戦、１０日に個人戦が行われました。
その結果を報告します。

＜団体戦：参加校４８校＞
（予選・３校リーグ）
広島学院３（４）―０（０）西条農業
広島学院１（３）―２（５）国際学院
国際学院３（６）―０（１）西条農業
　…以上の結果より、予選敗退

＜個人戦＞
高３Ｎ君　３回戦　広高校
　　　　メンを先制され、その後おしいメンがあるが旗は上がらずそのまま一本負け
高３Ｏ君　２回戦　庄原格致高校
　　　　一本先取するが、直後にメンを取り返され、延長に入ったところでコテを取られて敗退

ほとんどの高３にとってこの県総体が最後の試合となりました。
団体戦も個人戦も勝てそうで勝ちきれない試合となり、非常に悔しい結果となりました。
特に個人戦の試合後のミーティングでは涙を浮かべる場面もありました。

今週末に高３で部長のＮ君が中国大会の個人戦に出場しますが、
それが５８期最後の公式戦となります。
周囲は強豪ばかりですが、県総体の悔しさをバネに、最後にしっかりと
「広島学院剣道部」というチームとして個人戦を戦ってきます。

応援のほどよろしくお願いいたします。

剣道部

詳細を見る
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第６４回中国大会広島県予選結果報告　（個人戦１名中国大会出場決定）
2018年05月15日

５月１２日と１３日に中国大会の広島県予選が行われました。
結果を報告します。

＜個人戦＞
高３Ｎ君　４回戦（ベスト３２）に進出し、中国大会出場決定
高３Ｋ君　３回戦で皆実高校の生徒と対戦し、敗退
高３Ｈ君　２回戦で三次高校の生徒と対戦し、敗退

＜団体戦＞
１回戦　広島学院４（８）－０（０）福山葦陽
２回戦　広島学院２（２）－３（４）総合技術

以上の結果より、Ｎ君は個人戦で中国大会が決まりました。
しかし、他の２名の生徒も実力はありながら勝ち上がることができず、
団体戦でも上位進出を目標にしていましたがそれも叶いませんでした。
広島学院としては非常に悔いの残る試合となってしまいましたが、
次の県総体ではベスト８以上を目指して１ヶ月間稽古をしていきます。

剣道部

詳細を見る

広島地区剣道大会　団体の部　第５位（ベスト８）入賞
2018年04月16日

４月１５日（日）に安佐南区スポーツセンターで広島地区の剣道大会（団体）が行われました。
本大会は、５月の中国大会広島県予選と６月の県総体に向けて各校チームの仕上がりを試す大切な機会と
なっています。

広島学院剣道部もこの大会にあわせて、試合用の竹刀袋を準備しました。

本校の書道科のＮ先生に、部訓の「積水成淵」を揮毫していただきました。
（竹刀袋を持っているのは剣道部副部長のＯ君です。）

試合結果は以下の通り。
（団体戦は５人戦の三本勝負。二本先取制です。
　【広島学院５（１０）ー０（０）○○高校】　
　　↑の場合、５人全員が勝利し、かつ全員二本勝ちを意味します。）
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一回戦　広島学院４（８）－１（１）五日市
二回戦　広島学院３（７）－１（２）新庄
三回戦　広島学院０（１）－３（５）市立沼田

以上の結果より、広島地区で第５位（ベスト８）となりました。
前の大会ではベスト８入りを逃してしまいましたが、
今回は何とかそのリベンジが果たせました。

また、トーナメント表にもあるように、今大会よりシード校にも指定していただきました。
シード校に恥じない剣道ができたことに、まずは安堵しています。
市立沼田には完敗しましたが、五分で勝負できた試合もあり、
自信を持って県大会に臨むことができそうです。

次の大会まで１ヶ月ありませんが、一日一日の稽古を大切にして、
「積水成淵」の気持ちで取り組んでいきます。
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剣道部

詳細を見る

高3(57期)卒業稽古
2018年03月23日

3/19に高3(57期)の卒業稽古が行われました。

全体でアップを40分した後に、高３ v.s. 高１＆高２の試合を行いました。
（57期は3人と人数が少なめだったので、中学生は観戦です。）
高3にとってはほぼ１年ぶりの剣道となりましたが、試合毎に勘を取り戻していきます。
結果は以下の通りでした。
＜団体戦３人制＞
△　高３　１（１）－１（１）学院Ｄ　△
×　高３　０（０）－２（２）学院Ｃ　○
×　高３　０（０）－１（２）学院Ｂ　○
×　高３　１（２）－１（３）学院Ａ　○

どの試合も高３に簡単に勝ちは譲りませんでしたが、最後のＡチームとの試合では
高３の元部長が現役の部長から一本勝ちを収めるという劇的な結果で幕を閉じました。
（本人曰く、現役時代は一回も勝てなかったそうです。無欲の勝利ですね。）

その後全体で地稽古を2分×10本行い、かかり稽古をして終了。
良い汗をかきました。

稽古の後は高３から一言ずつ。
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そして、お世話になった先輩たちに、後輩から色紙の贈呈。

そして集合写真。
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からのお約束。

そして最後に、一人ずつ胴上げ。
空高く舞います。
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57期の先輩からは、業務用の扇風機を１台頂きました。
これで暑い夏の稽古も乗り切っていきます。

57期の剣道部は他の期と比べてまとまりにくい時期がありましたが、
最後までこうして務め上げた３人のおかげで、何とか学年のたすきをつなげることができました。
後輩から色々な意味で愛された先輩たちだったと思います。

これから最高学府で学ぶ生徒、医師になる志を持って頑張る生徒と道は分かれていきますが、
君たちの原点の一つがこの広島学院剣道部であれば、顧問としてこれ以上の喜びはありません。
またいつでも後輩たちの様子を見に来て、近況を報告してください。

６年間お疲れ様でした。
卒業おめでとう。

剣道部

詳細を見る

3位入賞　第31回京大剣道部主催招待試合
2018年02月14日

2017年02月06日
2/１１に京都大学体育会剣道部が主催する招待試合に参加しました。
近畿を中心に多くの学校が集まる大会ですが、今回で３１回目を迎えます。
学院剣道部のＯＢが京大剣道部に在籍している縁で、毎年招待してもらっています。
今年は男子３１校の参加があり、広島県からは広島学院のみの参加となりました。

試合は４校リーグが行われ、上位２校が決勝トーナメントに進めます。
広島学院は以下のような結果となりました。
＜予選リーグ＞
広島学院５（９）－０（１）洛南
広島学院１（２）－３（４）清風南海
広島学院３（７）－１（２）帝塚山

以上の結果より、２位で予選リーグ通過。
決勝トーナメントに進みました。

＜決勝トーナメント＞
１回戦　広島学院３（７）－１（３）淳心学院
２回戦　広島学院２（３）－１（２）旭丘
準決勝　広島学院２（５）－３（８）今治西

Page 15 of 64

2020/11/17



今治西高校がそのまま優勝し、広島学院は３位となりました。
昨年はベスト８で負けてしまって悔しい思いをしましたが、
今年は何とか表彰台に立つことができました。

この勢いで４月からの地区大会や県大会でも表彰台に立てるように
稽古を続けていきます。

剣道部

詳細を見る

2017年度広島地区１年生剣道大会
2018年01月25日

1/21に広島地区の１年生剣道大会がありました。
この大会は高校１年生だけで団体戦を組み、審判は全て高校２年生が行うというユニークな大会です。
団体戦は男子はⅠ部（５人制）とⅡ部（３人制）があり、広島学院の１年生は４人だったのですが、
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生徒たちの希望によりⅠ部に出場しました。

１回戦は近大東広島との対戦となりました。
先鋒はメンを先取されるも何とかドウを取り返して引き分け。
次鋒は不戦敗なので、相手に二本謙譲。
そして続く中堅でコテ、メンをとられてしまいました。
その結果、副将が一本勝ちでも団体戦として相手の勝利が決まるという
非常に苦しい展開となってしまいました。
副将は惜しい打ちもありましたが、攻めきることができずに引き分け。
大将も引き分けとなり、結果０（１）―２（４）で負けてしまいました。
やはり５人揃ってない状態で五分に勝負することは難しく、
流れが非常に悪かったです。

さて、表彰式の後には高校生、教員を交えた稽古会が行われました。
私も防具を持参して初めて参加させてもらいましたが、
強豪校の生徒たちと剣を交える中で色々と発見があり、
とてもよい勉強になりました。
特に今年度のインターハイにも出場した沼田高校の３年生や
１１月の県新人団体戦で２位になった皆実高校の生徒との稽古は刺激的でした。

今回の試合で得たこと、そして稽古会で気がついたことをこれからの指導に入れて、
２月の京都大学遠征で一つでも多く勝ちたいと思います。

剣道部

詳細を見る

冬休み練習日程
2017年12月26日

剣道部の冬休みの練習は以下のようになります。（中高同じです）
＊A:　9:00～　　P:14:00～
12/21 Ｐ
12/22 Ａ
12/26 Ａ
12/27 Ｐ
12/28 Ａ（修道練習試合）
 1/ 5 　Ｐ
 1/ 6 　Ａ

以上の通りです。
今年は曜日の関係で練習日数が少ないですが、その分密度が濃い稽古をしましょう。
ＯＢの皆さんも時間があれば是非来てください。 

剣道部

詳細を見る

第５回神戸大学招待試合
2017年12月26日

12/１７（土）に神戸大学剣道部が主催する高校招待試合がありました。
昨年に引き続き、今年も参加してきました。
今年の参加校は男子５０校となり、広島からは本校のみの参加でした。

【４校リーグ】
①広島学院３（６）ー０（１）三国ヶ丘

②広島学院２（４）ー１（２）川西北陵

③広島学院３（７）ー１（２）北摂三田
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　　→１位通過

【決勝トーナメント】
１回戦　シード

２回戦　広島学院１（２）ー滝川４（７）

以上の通り、２回戦敗退となってしまいました。
地力の差があったわけではないと思いますが、
前半で負けてきてしまうとこちらの無理な攻めが出て、
そうやって気持ちがうわずったところを上手に押さえられました。
有利なときほど「居つき」が増えます。
自分の竹刀を「見させる」ことも一つの攻めですが、
そういったことが意識出来ていないという反省点が今回ありました。

とはいえ、普段試合に出られない生徒も今回は出場し、
勝利を収めることも出来たので、そういった意味での収穫もありました。

今年のイベントとしては修道中高との練習試合を残すのみです。
課題を克服できるような稽古をこの冬にして臨みます。

剣道部

詳細を見る

広島県新人剣道大会（個人）
2017年11月20日

2017年11月18日に広島県新人剣道大会の個人戦が行われました。
広島学院からは高2(58期)から３名の生徒が出場しました。
高2・Ｎ君
１回戦　シード
２回戦（メ）メ―　　　　　福山葦陽
３回戦　　　　　―（メ）　　　皆実

高2・K君
１回戦　シード
２回戦（メ）メ―　　　　　　山陽
３回戦　　　　　―（コ）メ　祟徳

高2・H君
１回戦　不戦勝（相手棄権のため）
２回戦 　　メメ―（コ）　　　広工大高
３回戦（コ）　　―　　　　　　翔陽
４回戦　　　メ　―（メ）メ　　広　　（延長）

Ｎ君は皆実高校の生徒と対戦し、序盤に一本になってもおかしくないメンがありましたが、
惜しくも旗が上がらず、終盤で誘われたところをメンで押さえられてしまいました。
それまで五分で勝負をしていただけにもったいないところでしたが、
皆実の生徒の方が一枚上手でした。 

Ｋ君は崇徳高校の生徒と対戦しました。
立ち上がりは悪くなかったですが、少しずつ相手のペースに押されてしまい、
無理に打ちに行ったところを出小手、相小手面で取られてしまいました。
もう少し我慢して勝負できれば面白い結果になったかもしれません。

Ｈ君は３回戦では強豪校の翔陽高校の生徒と対戦しました。
相手にもいい打ちが何本かありましたが、かろうじて旗は上がりませんでした。
中盤に、間合いが中途半端になって無理にうちに来たところを出小手で押さえてそのまま一本勝ち。
個人戦に一つ波乱を起こすことが出来ました。

４回戦は、先週の県の団体戦で優勝した広高校との対戦になりました。

Page 18 of 64

2020/11/17



序盤に相手が出てくるところを押さえた面が２本ありましたが、どちらも旗が上がらず。
その後面をとられてしまいましたが、後半に相手が下がったところに完璧な面を打ち込み、
今度は旗が上がって、１－１で延長戦へ。
五分に勝負をしていましたが、最後は相手の良い形でメンを取られてしまいました。

勝っていれば県ベスト１６だったので、全国選抜大会の予選会に参加できたり
強化合宿に招待されたりと色々と特典がついてきただけに残念でした。

その後、対戦した皆実高校と広高校の生徒はベスト８まで、
崇徳高校の生徒もベスト１６まで勝ちあがりました。
そういった強い生徒と一対一で試合をできたことで今後の稽古内容も固まってきました。
次は１２月の神戸大学遠征です。
今回の結果を糧にして、剣道部全体で錬磨していきます。

剣道部

詳細を見る

広島県新人剣道大会（団体県ベスト16）
2017年11月14日

2017年11月11日、12日に広島県新人剣道大会の剣道形・団体戦が行われました。
＜剣道形＞
Ｎ君・Ｋ君ペア　０―３　総合技術
Ｍ君・Ｍ君ペア　０－３　呉港
Ｏ君・Ｎ君ペア　０－３　広島城北

ということで、剣道形は残念ながら全員初戦で負けてしまいました。

＜団体戦＞
１回戦　広島学院５（８）―０（０）海田
２回戦　広島学院２（４）―１（２）新庄
３回戦　広島学院０（１）―３（７）崇徳

団体戦では、地区大会で広陵高校に破れてベスト８に入ることができずに悔しい思いをしましたが、
同大会でベスト８入りした新庄高校には何とか競り勝つことができました。
一人ひとりが自分に与えられた役割を全うできたことが大きな勝因です。

そして、その次の祟徳高校に勝つことができればベスト８入りでしたが、力及ばず破れてしまいました。
先鋒、大将が良い勝負をしただけに、中の３つで取られて勝負がついてしまったのは
もったいなかったですが、強豪校と公式戦で戦えたことは大きな経験となりました。

今週末は個人戦があります。
悔いのないようにあと２回稽古をして、もう一勝負してきます。
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剣道部

詳細を見る

平成２９年度広島地区新人剣道大会
2017年10月25日

広島地区の新人剣道大会が10/21（土）に東区スポーツセンターで行われました。

結果は以下の通りです。

１回戦　広島学院５（９）ー０（０）井口 

２回戦　広島学院０（０）ー２（２）広陵　　ベスト１６で敗退

広陵戦では、先鋒、次鋒が引き分け、中堅が一本負け、副将が引き分け…という流れで

大将が一本取れば代表戦という展開でしたが、逆に序盤に一本取られてしまい、

そのまま取り返しきれずに負けてしまいました。

勝負をかけないといけないところで、相手が先手をかけるのを許してしまったり、

そのまま受けに回ってしまって厳しく勝負できなかったところが敗因です。
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３大会連続の地区大会ベスト８入りは逃してしまいましたが、

一つ勝って県大会出場は決まりましたので、

１１月の中旬にある県新人ではそういった弱い部分を克服して、

しっかり勝てるように一回一回の稽古で精進していき、県ベスト８以上を目指します。

剣道部

詳細を見る

平成２９年度安芸路練成大会
2017年08月02日

平成２９年７月３０日、３１日に安芸路練成大会が廿日市市スポーツセンターで行われました。

中国地方を中心に剣道に熱心な学校が集まり、リーグ戦を行っていきます。

大会の戦績は以下の通りでした。

１日目
広島学院×　１（４）－２（６）　○西条（愛媛県）

広島学院△　２（４）－２（４）　△大商学園（大阪府）

広島学院○　３（８）－２（４）　×広島城北（広島県）

広島学院○　２（６）－２（４）　×広島桜ヶ丘＋福岡常葉

広島学院○　４（７）－０（０）　×明石西（兵庫県） 

広島学院○　２（４）－０（１）　×広島桜ヶ丘＋福岡常葉（２回目） 

広島学院○　２（５）－１（３）　×日彰館（広島県） 

広島学院×　０（０）－３（５）　○東播工（兵庫県）

二日目

広島学院○　２（３）－１（１）　×就実（岡山県） 

広島学院×　２（４）－３（４）　○水島工業（岡山県）

広島学院○　３（６）－０（１）　×明石西（兵庫県）

広島学院○　４（７）－１（３）　×神戸国際（兵庫県）

 ＜申し合わせ＞

広島学院○　２（４）－１（３）　×神戸国際（２回目）

広島学院×　１（２）－３（４）　○大津緑洋（山口県）

申し合わせを含めて計１４回試合を行い、９勝４敗１分という結果でした。

オーダーの組み方や、個々人の課題が見える有意義な２日間となりました。

また、別会場で行われたＢチームの試合も強豪校ばかりで、
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とてもＢチームとは思えないレベルの高さでした。

広島学院Ｂチームも、何とか二本勝ちを収める試合もありはしましたが、

強い相手に勝つことの難しさを肌で知ることができる試合となりました。

今日から８月の稽古がスタートします。

ＯＢも稽古に参加したいという連絡を続々とくれていますので、

それらを励みにしながら、この夏の間にもう一つ強くなっていきます。

剣道部

詳細を見る

夏休み稽古日程
2017年07月11日

本日で定期試験も終わり、剣道部も練習がスタートします。

夏休みの練習は以下のようになります。（一部練習計画表と異なるところがあります）
＊A:　9:00～　　P:14:00～
7/18 A
7/19 P
7/20 A
7/21 P
7/24 P
7/25 A
7/26 P
7/28 P
7/29 A
7/30 （中学）なし　（高校）安芸路練成大会
7/31 （中学）なし　（高校）安芸路練成大会
8/1　（中学）A     （高校）なし
8/2　P
8/3 （中学）市総体     （高校）なし
8/4 （中学）市総体     （高校）P
8/5 A
8/7 A
8/8 P
8/9 A
8/10～8/20　オフ
8/21 A
8/22 P（+ホール掃除）
8/23 A
8/24 A
8/25 A（練習試合＠講堂）
8/27～8/30　合宿＠アルカディアビレッジ

以上の通りです。
文武両道で、どちらも大きく成長できる夏にしましょう。

剣道部

詳細を見る

高校剣道部　県総体結果報告（個人戦）
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2017年06月17日

６月１０日にびんご運動公園（尾道）で県総体の個人戦が行われました。
優勝・準優勝の２名だけがインターハイに出場できます。
男子は今年計139名が出場し（各学校２名まで）、その狭き門に挑みます。
広島学院からも高2（58期)の二人（Ｎ君、Ｋ君）が出場しました。
Ｎ君
一回戦　シード
二回戦　（メ）メ　ー　　　　　尾道東　
三回戦　　　　　　－（ド）　　盈進

Ｋ君
一回戦　シード
二回戦　（メ）メ　ー　　　　　尾道　
三回戦　　　　　　－（反）　　広

Ｎ君もＫ君も三回戦敗退となりましたが、
Ｎ君の敗れた盈進高校の生徒が今回の県総体で優勝、
Ｋ君の敗れた広高校の選手が準優勝に輝きました。
結果的にインターハイに出場するレベルの選手と良い試合ができ、
特にＫ君は延長を含めて１０分という長い時間を互角に戦うことができたことは
来年に向けて大きな自信になりました。
（惜しくも場外反則２回で負けてしまいましたが）

秋の新人戦では今年以上の結果を出せるように、夏の稽古を乗り越えていきます。

さて、今からオープンスクールです。
ご来場された方々には、是非剣道部の生徒とチャンバラをして
楽しく汗を流していってもらえればと思います。
剣道部一同お待ちしております。

剣道部

詳細を見る

高校剣道部　県総体結果報告
2017年06月05日

６月３日・４日に府中市総合体育館で県総体が行われ、
三校リーグでは安西高校と市立沼田高校との対戦になりました。
結果は以下の通りです。
広島学院３（４）－１（１）安西
広島学院０（０）－５（７）市立沼田
　（安西０（０）―５（１０）市立沼田）

以上の結果から、残念ながら決勝トーナメントには進めませんでした。
市立沼田高校はその後も勝ち続け、４年連続優勝を達成するほどのチームでした。
実力差はもちろんありましたが、それでも試合中にあった数少ないチャンスを
モノにすることができていれば、もっとよい試合ができたと思います。
その一本に対する執念や姿勢が、高３と高２以下の間にある大きな差です。

来年の県総体も今年と同じメンバーで臨めますが、広島学院の生徒は高２から飛躍的に
伸びていくことがほとんどなので、これからしっかり地力と精神力を養っていき、
強いチームを作っていきます。

そして来週は県総体の個人戦があります。
二人とも十分に勝ちあがれる選手なので、まずは気持ちで負けないようにしていきましょう。

引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。

剣道部
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詳細を見る

中国大会広島県予選結果報告
2017年05月08日

中国大会の広島県予選会が5月6日、7日にグリーンアリーナで行われました。

（個人戦）
　58K (高2)N君　　　　　－　メ　　　（銀河学院） ３回戦敗退
　58K (高2)O君　　　　　－（メ）メ　（福山工業）　１回戦敗退
　58K (高2)Ｋ君　（コ）　－　　メメ　（広島皆実）　３回戦敗退

３回戦を突破すればベスト３２に入り、中国大会に出場が可能だったのですが、
二人の生徒があと一歩のところで惜しくも敗れてしまいました。
全員来年があるので、次は3人とも中国大会に出場できればと思います。

（団体戦）
一回戦　広島学院5(10)―0(0)安芸
二回戦　広島学院0(2)―3(7)国泰寺

団体戦では、地区大会でも対戦した国泰寺高校との再戦となりました。
４月の地区大会では辛くも勝利を収めましたが、
今回は先鋒、次鋒と取られてしまったため、流れを取り戻すことができませんでした。
団体戦で流れを作ることの大切さを改めて教えられました。

この経験を糧に、６月の県総体で今回よりも良い結果を出せるように短い間ですが努力していきます。
 引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。

剣道部

詳細を見る

平成２９年度広島地区大会　ベスト８入賞
2017年04月19日

４月１５日（土）に広島地区の剣道大会がありました。

この大会から５月の中国大会県予選、６月のインターハイ県予選につながっていきます。

結果は以下の通りです。

 　　初戦　広島学院４（６）－１（２）山陽

　二回戦　広島学院２（４）－１（３）広島城北

準々決勝　広島学院０（０）－２（４）広陵　

ベスト８に入賞し、その後ベスト８の４校で順位決定戦がトーナメント方式で行われました。

１戦目　広島学院１（１）－３（４）

２戦目　広島学院２（５）－１（３）国泰寺

中１から剣道を始めた高３の３人が頑張ってくれました。

以上の結果より、広島学院はベスト８の第７位となりました。

Page 24 of 64

2020/11/17



５月の中国大会県予選、６月のインターハイ県予選でも上位入賞できるように

皆で考えながら、密度の濃い稽古を乗り越えていきます。

剣道部

詳細を見る

高３(56期)卒業稽古
2017年04月06日

明日から新学期ですが、その前に冬休みの出来事を一つ紹介します。

3/22に高3(56期)の卒業稽古が行われました。

この日のために、5３Kと55KのOBが合計５人も来てくれました。

全体でアップを40分した後に、昨年と同様に、
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高３ v.s. 中１～高２＆ＯＢの試合を行いました

結果は以下の通り。

高３　１２（２１）－１０（１８）　中１～高２＆ＯＢ

全体では高３が勝ちきりましたが、現役の高２やＯＢは高３相手に

一本も与えないところはさすがでした。

（高３のスタミナ切れも理由の一つだと思いますが。）

稽古の後は高３から一言ずつ。

剣道を続けたことで得られたこと。

勉強への取り組み方や大学受験への心構え。

思いの丈を語ってもらいました。

そして、毎年恒例の寄せ書きを高3に渡し…
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全体で記念撮影。

そして、お約束。

Page 27 of 64

2020/11/17



その後は、後輩たちが高３やＯＢの先輩に、剣道や勉強のアドバイスをもらっていました。

一人も辞めることなく中１から高３まで全員で続けてこられた学年でした。

それぞれの進路は違いますが、また広島学院剣道部に戻ってきて、

一緒に稽古しましょう。

（ちなみに今年の合宿は8/27~8/30の予定です。）

卒業おめでとうございます！

剣道部

詳細を見る

第30回京都大学体育会剣道部主催招待試合
2017年02月06日
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2/5に京都大学体育会剣道部が主催する招待試合に参加しました。
近畿を中心に多くの学校が集まる大会ですが、今回で３０回目を迎えます。
卒業生が京大剣道部に在籍している縁で、毎年招待してもらっています。
今年は男子２８校、女子２１校が参加しましたが、中国地方からは広島学院のみでした。

２月４日（土）の授業終了後に広島駅に集合。
そこから新幹線で京都に行きました。
学院剣道部の卒業生（53K・Ｙ君）が京都大学２年生で体育会剣道部に所属しており、
彼に大学構内を案内してもらいました。
IPS細胞を研究している施設なども見せてもらい、記念に写真も撮りました。
大学の食堂で夕飯を食べ、その後は宿舎に戻り、Ｙ君を囲んで
大学生活や勉強、大学の部活の練習内容、学院教員のうわさ話などで
盛り上がったようです。ざっくばらんに話をしてもらうために顧問は
席を外したので詳細は知りませんが、楽しそうな笑い声が廊下まで聞こえました。

2月5日（日）に京都大学総合体育館にて試合が行われました。
４校リーグが行われ、上位２校が決勝トーナメントに進めます。
広島学院は以下のような結果となりました。

ということで、１位通過を果たし、決勝トーナメントへ。
フリー抽選が行われ、初戦で奈良高校（奈良）と対戦となりました。
勝てるかどうか分かりませんでしたが、先鋒・中堅・大将で取って、
３（６）－２（４）で勝ちきることができました。
その後、すぐに大垣東高校（岐阜）と対戦となりましたが、
コート変更などでバタバタとして、チームとしてまとまりを作る前に
そのまま試合となってしまい、１（２）－１（２）で大将戦となりましたが
大将が敗れ、負けてしまいました。
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大垣東高校に勝っていれば３位確定だったのですが、
神戸大学の招待試合に引き続き、ベスト８で敗退となりました。
残念ですが、強い学校を相手に勝ちきることができたりと、
収穫もありました。

公式戦は４月までありませんが、この２月中に卒業生が練習に来てくれる
ことになっているので、そういったことを刺激にしながらもう一つ強くなって
いきます。

剣道部

詳細を見る

広島地区高校生１年生剣道大会　３位入賞
2017年01月23日

1/22日（日）に安佐南区スポーツセンターで１年生剣道大会が行われました。
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広島学院からは５人制（Ⅰ部）と３人制（Ⅱ部）に１チームずつエントリーし、
３人制のⅡ部チームは１回戦で広陵高校に負けてしまったものの、
５人制のⅠ部では皆実高校、沼田高校に続き、３位に入賞することができました。
今大会は完全なフリー抽選となるので組み合わせにも恵まれましたが、
勝負できるところで勝負できたことは自信となりました。

また2月には京都大学遠征もあるので、そちらでも結果を出し、
４月からの公式戦でも良い結果が出せるように頑張ります。

剣道部

詳細を見る

高校剣道部冬休みの出来事
2017年01月07日

新年あけましておめでとうございます。
本年も学院剣道部をよろしくお願いいたします。

さて、この冬休みにあったことをまとめて報告します。

12/24　神戸大学剣道部主催　高校招待試合＠神戸大学
神戸大学体育会剣道部が主催する試合となります。
今回が第４回となりますが、本校剣道部の卒業生で51KのU君が
この試合の立ち上げに関わったと聞いております。
希望者を募ったところ、高校１年生が是非参加したいとのことでしたので、
初めて参加させていただきました。
今年の参加校は男子４３校となり、広島からは本校のみの参加でした。

【４校リーグ】
①広島学院１（１）ー２（３）北摂三田
②広島学院２（３）－０（０）神戸
③広島学院３（５）－０（１）関西大倉
広島学院、北摂三田、神戸がそれぞれ２勝１敗でしたが、
勝者数差で広島学院は２位通過しました。

【決勝トーナメント】
　初戦　　　広島学院２（２）ー１（１）大手前
準々決勝　広島学院２（２）－２（３）岡山一宮　

以上のような結果となりました。
岡山一宮高校に勝てれば３位入賞で表彰台が確定だったのですが、副将まではリードしていながら
相手の大将の勝負強さの前に逆転負けをしてしまいました。
結果だけ見れば悔しい試合となりましたが、なかなか試合に出ることができない高１だけで
６試合も出来たことは大きな糧と自信になりました。
２月にある京都大学剣道部の招待試合でも勝てるように努力していきます。

12/28　修道との練習試合（稽古納め）
毎年恒例の、稽古納めを兼ねた修道との練習試合です。
中学生、高校生総出で４コートを使っておこないました。
高校生の最後の５人戦では2(3)-2(3)で決着着かずでしたが、
春休みまでにお互い力をつけて、また良い勝負ができればと思います。

1/6　緑ヶ丘中学校合同稽古会（中学）・雪山研修（高校）
中学生は府中の緑ヶ丘中学校に出稽古に行き、
高校生は今年も雪山にスキーやスノボをしに行きました。
重心を常に中心にとるように意識することが大切です。剣道と同じ。
１２名で楽しく一日を過ごしましたが、今日はきっと筋肉痛でしょう。

これから冬休み最後の稽古を行って、１月にある１年生大会のメンバーを
決めていきます。
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剣道部

詳細を見る

広島県高校新人剣道大会　結果報告
2016年11月22日

１１月１１日、１２日に県新人の剣道形と団体戦、１９日に個人戦がありました。

（剣道形）
　高２Ｈ君・高２Ｉ君ペア…二回戦敗退　広島新庄に1-2

　高２Ｈ君・高２Ｙ君ペア…一回戦敗退　広に0-3

　高２Ｙ君・高２Ｎ君ペア…一回戦敗退　武田に0-3

（団体戦）
　一回戦　広島学院3(4)―0(1)広島新庄

　二回戦　広島学院0(1)―4(7)沼田　…敗退

（個人戦）
　高２Ｎ君…二回戦敗退　（祇園北にコテで一本負け）

　高１Ｎ君…四回戦敗退　（盈進にドウ・コテで二本負け）（ベスト32）

　高１Ｋ君…一回戦敗退　（呉三津田にドウで一本負け）

団体戦では初戦で新庄高校と対戦しました。
地力に差はありませんでしたが、流れをつかんで何とか勝つことができました。

その後、地区大会で破れた沼田高校と再度対戦しました。
先鋒の高１Ｈ君が初太刀でメンを先取するなど、内容的には前回よりも良い試合でしたが、
大将につながるまでの流れを作れなかったのがチームとしての未熟さだったと思います。

個人戦では高１のN君がベスト３２まで勝ちあがりました。
最後は悔しい負け方をしましたが、次の大会につながると思います。

まずは１月の一年生大会を目標に、また練習に励んでいきます。
応援のほどよろしくお願いいたします。

剣道部

詳細を見る

広島地区高校新人剣道大会　５位入賞
2016年10月24日

１０月２２日（土）に広島地区の新人剣道大会がありました。

結果は以下の通りです。

 　　初戦　広島学院４（５）－０（０）広陵

　二回戦　広島学院３（５）－１（１）西条農業

準々決勝　広島学院０（０）－２（３）市立沼田　
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ベスト８に入賞し、その後ベスト８の４校で順位決定戦がトーナメント方式で行われました。

１戦目　広島学院３（６）－１（１）廿日市

２戦目　広島学院２（３）－１（２）国際学院

以上の結果より、広島学院は名実ともに第五位となりました。

強豪校に敗れはしましたが、手応えのある試合となりました。

次の試合は１１月に行われる県の新人大会となります。

ベスト８以上に入賞すれば中国大会への出場権を獲得できる大会なので、

中国大会を目指して練習を重ねます。

選手７名と応援選手（一部）

剣道部

詳細を見る

「積水成淵」
2016年05月21日

広島学院剣道部ＯＢから頂いた試合用手拭が底をついてしまいましたので、

新たに手拭を作成しました。

部訓は色々あった候補の中から最終的に選ばれた言葉を採用し、

これまでのエンジ色から、その言葉にあった色に変更しました。

そして完成品がこちらです。
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書いてある文字は「積水成淵」。

「せきすいせいえん」とも「せきすいふちをなす」とも読めます。

意味は以下の通り。

「積水成淵：小さいものでも、数が多くなれば大きな力になるということ。

　または、努力を積み重ねていけば願いを叶えることが出来るということ。

　少しの水も集まれば淵になるという意味から。」

校内を小川が流れる、広島学院らしい部訓となりました。

あとは有言実行。

部訓に恥じない努力をしていきましょう。

剣道部

詳細を見る

高３（56K）引退稽古
2016年05月20日

５月１０日に高３（５６Ｋ）引退稽古が行われました。

５６Ｋはちょうど５人なので、全体でアップした後に、高３v.s.新チームで団体戦を。

結果は以下の通り。

高３　０（０）ー１（１）　新チーム

高３との最後の試合ということで、高２・高１が頑張りました。

これで安心して高３も引退できることでしょう。

５６Ｋ剣道部は中１から誰一人辞めることなく５人で助け合って続けてきました。

後輩として、先輩として、学院剣道部をしっかり支えてくれた５人です。

練習後に一人ずつ想いを語ってもらいました。
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一人の部員として、後輩として、先輩として学んできたことを、

中１から高２にしっかり伝えてくれました。

高３はこれから剣をペンに替えて、新たな戦いが始まります。

後悔のない努力を通じて、満足できる結果を手にしてください。

３月の卒業稽古で一緒に稽古できるのを楽しみにしています。

剣道部

詳細を見る

中国大会広島県予選結果
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2016年05月20日

５月７日・８日に中国大会広島県予選が行われましたので、結果を報告します。

（個人戦）
　57K (高2) 　萩本…三回戦敗退　　萩本　－（メ）メ宮本（広島皆実）
　57K (高2)　 中島…二回戦敗退　　中島　－（メ）メ寺西（近代東広島）
　58K (高1) 二井谷…二回戦敗退　二井谷　－（反）　高橋（広）

（団体戦）
一回戦　広島学院3(5)―1(3)広島山陽
二回戦　広島学院1(2)―2(4)国泰寺

以上の通りです。　
ベスト８以上を狙ってきましたが、途中で敗れてしまいました。
この大会で56K（現高3）は引退を決めていたので、悔し涙を流す生徒も。
県総体からは57K（現高２）が主体となった新チームで戦っていきますが、
先輩の想いは受け継いで、チームで勝てるように努力していきましょう。

剣道部

詳細を見る

広島地区高校剣道大会
2016年04月18日

４月１６日（土）に広島地区の大会がありました。
 結果は以下の通りです。

 　初戦　シード
二回戦　広島学院３（６）－１（２）廿日市
三回戦　広島学院１（１）－３（４）崇徳　（詳細は以下）
　　先鋒　　　　　　　　　　－（メ）
　　次鋒　　　　　　　　　　×
　　中堅　　　　（ド）　　　－
　　副将　　　　　　　　 　 －（メ)
　　大将　　　　　　　　　　－（メ）メ

崇徳に勝てばベスト８入賞でしたが、残念ながら勝てませんでした。

副将が終わった時点で一人負けの一本差だったので、一本取れれば代表戦だったのですが、

焦るこちらに対して上手に合わせられてしまいました。

この大会で中国大会の県予選と全国大会の県予選の二つの大会への参加権は得たので、

この経験を糧にして、県大会で表彰台に立てるように頑張りたいと思います。

剣道部

詳細を見る

高3(55期)卒業稽古
2016年03月18日

3/17(木)に高3の卒業稽古が行われました。

この日のために、50KのOB（神戸大医学部５回生）も来てくれました。

全体でアップを40分した後に、高3の強い希望により、
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高３ v.s. 中１～高２の試合を行いました。

和気藹々とした雰囲気ながらも、試合は真剣勝負。濃密な時間を過ごせました。

結果は以下の通りです。

高3　8（14）ー7（11）　中1～高2

何とか高3が勝利し、先輩としてのプライドを保ちました。

その後はOBの先輩も含めて全体で地稽古とかかり稽古を行い、

最後に高3から一言（二言三言？）ずつ、在校生に向けてメッセージをもらいました。

剣道を続けたことで得られたこと。
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勉強への取り組み方や大学受験への心構え。

美化委員への勧誘（？）。

思いの丈を語ってもらいました。

そして、毎年恒例の寄せ書きを高3に渡し…

高3からは新しい審判旗と、それを入れる袋（手作り）を頂きました。

大事に使わせてもらいます。

最後に皆で記念写真。

きりっと格好良く。
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そして、お約束。

個々の力では成し遂げられなかったことを、チームの力で成し遂げた学年です。

顧問としても多くのことを学ばせてもらいました。

今後剣道から縁遠くなる人もいるかもしれませんが、

剣道を通じて学んだことを糧に、他者のために働く人になってください。

でも、またいつかどこかで一緒に剣道しましょうね。

卒業おめでとうございます。

剣道部
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詳細を見る

OB(50K)来校
2016年02月19日

学院剣道部のＯＢ（50K）のＫ君が2/16(火)に来校し、一緒に汗を流しました。
Ｋ君が学院剣道部から巣立って五年になりますが、この夏の合宿にも全日程参加してくれたので、
ほとんどの生徒となじみがあります。

今回の練習では打突の軌道について、そして打った後の身体の運びについて教えてもらいました。
その後、地稽古を普段より多目に行い、多くの生徒がＫ君に挑戦していきました。
彼のような「中心を崩さない剣道」に触れる機会はあまりないので、とても良い刺激になりました。

来春からＫ君は社会人となり、実業団剣士になる予定です。
仕事も大変だと思いますが、同じ環境で育った先輩が卒業後も剣道に携わって頑張っていることは、
在校生にとっても大きな励みになるので、これからも文武両道で頑張ってもらいたいものです。

ところで、生徒が帰った後に、顧問もＫ君と一本勝負をしました。
２０分にわたる激闘の末、勝利したのは…………ご想像にお任せします！

剣道部

詳細を見る

第２９回京都大学招待試合
2016年02月12日

2月11日に京都大学の体育会剣道部が主催する高校招待試合に参加してきました。
学院剣道部の卒業生が京大の体育会で剣道をしている関係で、ここ数年ずっと招いてもらっています。

2月10日のマラソン大会の後、希望者8名で京都に向かいました。
京都のホテルには学院剣道部OBが２名（京大医学部４年、京大理学部１年）来てくれて、
彼らから大学生活や高校時代について話を聞き、勉強のモチベーションも高まりました。

翌日は8時半に京大の体育館が開場し、9時半から試合開始。
試合の審判や運営は全て京大の剣道部の皆さんによって行われます。
参加校は男子が28校、女子が21校。
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四校リーグが最初にあり、上位二校が決勝トーナメントに進むことができるのですが、広島学院は
大垣東高校（岐阜）、天王寺高校（大阪）、合同（膳所（滋賀）＋同志社（京都））の三チームと対戦し
ました。

初戦の大垣東高校には0(1)ー4(6)で敗れてしまいました。 
地力はそれほど差がなかったのですが、試合の流れが悪く、大将までつなげませんでした。

次戦の天王寺高校には2(4)-1(4)で辛勝しました。
先鋒・次鋒でリードしてくれたので、それを後ろで無理せず守っての勝利でした。

最後に膳所＋同志社の合同チーム。
ここに勝てれば決勝トーナメント進出です。
先鋒…二本負け。それまで大将にいた生徒が先鋒に降りてきたので、地力に少し差がありました。
次鋒…引き分け。終わり際に一本惜しい打ちがありましたが、旗は上がらず。
中堅…二本勝ち。ここで試合が振り出しに戻ります。
副将…二本負け。せめて一本で抑えないといけないところでした。
大将…引きメンで先取、メンを取り返され、最後にメンを決めて勝利。
　　上段の強い相手でしたが、大学の大会ルールを逆手に取って最後のメンを決めて勝利しました。
結果、2(4)-2(5)という僅差で破れ、残念ながら予選敗退となりました。

二本負けはチームのためにはしてはいけない負け方ですが、
二本目を取られないためには、「守りに入る気持ち」と「それでも攻めていく気持ち」のバランスが大切
です。
守りに入ればいつか打たれてしまいます。（剣道とはそういうものです）
取り返そうと思って遮二無二出て行けば、打たれる可能性も高くなります。
一本負けで済ませるには、相手に「この相手なら一本勝ちでよし」と思わせないといけません。
それにはまず構えや姿勢を正すこと。つまり、強そうに見せることです。
そして、最短距離を通り、体重の乗ったメンが打てること。
この二つがきちんと出来れば、試合結果も違ったものになったはずです。

大会終了後に、京大生と合同稽古が４０分ほど行われました。
前日にホテルに来てくれたOBの生徒も高校生と稽古をしている姿を見て、
学院の剣道で体育会剣道部でも頑張っていると思うと嬉しくなりました。

今回の京都遠征は遠方ということもあって希望者のみ参加したので、
普段試合に出れない高１の生徒も出ることができました。
この経験を糧に、現高２の引退後に部を引っ張っていくことを期待しています。

京都から帰ったばかりなので、今日の稽古ではきちんと試合の振り返りをします。
次は春の地区大会です。中国大会出場を目指して頑張ります。

剣道部

詳細を見る

広島地区一年生大会
2016年01月18日

１月１６日に広島地区一年生大会があり、57Kの8名の選手が出場しました。

一年生大会は五人制のⅠ部と三人制のⅡ部に分かれて試合があり、
それぞれに出場しました。

先に男子Ⅱ部(三人戦)の試合があり、安佐北高校と対戦しました。
結果は２－１で敗れましたが、各自の課題が見えた試合だと思います。

次に男子Ⅰ部（五人戦）の試合がありました。
一回戦はシードで試合がありませんでしたが、
二回戦は昨年優勝の沼田高校と対戦となりました。
先鋒は二本負けしましたが、相手は四人しかいなかったので、
次鋒はこちらの不戦勝となり、お互い１－１。
中堅も何度か危ない場面はありましたが、引き分け。
副将も惜しい打ちはありましたが、メンを応じられて二本負けを喫してしまいました。
大将は、高１で唯一の剣道経験者。
二本勝ちで代表戦を狙うしかない状況でしたが、メンを最初にとられてしまいました。
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この時点で広島学院の負けは決定したのですが、その後大将の意地を見せて
相メンで上から乗って、メンを取り返しました。
せっかくならもう一勝負というところでしたが、残念ながらそのまま時間となり引き分け。

結果だけ見れば完敗ですが、中１から剣道を始めた生徒たちが
昨年優勝校とそれなりに勝負が出来たことは自信につながりました。

まだまだ基本も甘く、構えも崩れやすいですが、
伸びしろもその分あります。
次はもっといい勝負ができるはず。
これからも、一回一回の稽古を大切にしていきます。

剣道部

詳細を見る

広島県新人剣道大会　個人試合結果報告
2015年11月16日

14日（土）に先日の県新人戦の個人戦が三次市にて行われました。

各校３名まで出場が可能で、広島学院からは高２のN君、F君、高１のH君が出場しました。

高１のH君は延長までもつれ込んで城北に一本負けでした。
いいタイミングで出小手や飛び込み面も出ましたが、軽かったために一本にならず。
一足一刀からしっかりとした重い打突を打てるようになることが勝利の鍵です。

高２のF君は、呉高専の生徒にコテ、メンで二本勝ちし、幸先の良いスタートとなりました。
しかし、続く二回戦で対戦した安芸府中の生徒から開始早々にコテを取られてしまい、
その後は攻めきれず、そのまま一本負けとなってしまいました。
手元を動かさず、足で捌けるようになることが今後の課題です。

高２のN君は昨年度のこの大会では一年生ながらにベスト１６まで勝ちあがりました。
今大会は一回戦シードで二回戦からでした。
二回戦は呉高専の選手に一本勝ち。
三回戦は広陵の選手と対戦し、延長戦では相手の上から乗る見事なメンを奪いました。
四回戦は、優勝候補の皆実高校の選手と対戦しました。
序盤はやや押され気味でしたが、除々に試合の主導権を握っていきました。
お互い決め手がなく、延長戦へ。
ほどなくしてN君が捨てて打ちきった面。それに対して、皆実の選手の返し胴。
主審の旗はこちらに上がりましたが、副審二人の旗が皆実の選手にあがり、
残念ながらベスト３２で負けてしまいました。
悔しさをバネにして、次こそは競り勝ちましょう。
打突後の左手の使い方を身に着ければ、もっと重く打てるようになります。

新人戦での中国大会出場はなりませんでしたが、
来春に行われる大会では中国大会に出場できるように頑張っていきます。

次は一月に一年生大会が行われるので、高１のH君を中心としたチーム作りも進めていきます。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

剣道部

詳細を見る

広島県新人剣道大会　剣道形ベスト８入賞　団体試合結果報告
2015年11月09日
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１１月７日、８日に呉市総合体育館（オークアリーナ）で県の新人戦が行われました。

７日は日本剣道形の試合でした。

普段は昇段審査でしか剣道形を行うことはないのですが、この新人戦の県大会に限り、

二人一組で対戦相手と、剣道形の精度、キレ、美しさを競うことになります。

各校最大３組まで出場でき、今大会は総勢９９組のペアが出場しました。

その中で、高２のO君、W君ペアが見事に第五位まで勝ち上がり、入賞しました！（写真は下）

美しさを競う剣道形で、中学から剣道を始めた二人が素晴らしい結果を出してくれました。

本人たちの日ごろの努力があっての結果だと思いますが、高１も来年続けるように頑張りましょう。

二日目は団体戦の試合があり、初戦は舟入高校と対戦して２－１で勝利しました。

リードしながらも最後まで気が抜けない試合となりましたが、何とか勝ちきることができました。

二回戦は広高校との対戦でした。

県大会上位進出常連校を相手に０－３で敗れはしましたが、

試合後に生徒たちは一様に悔しさを滲ませていました。

負けから目を逸らさず、責任転嫁せず、打たれたところを自身の課題として捉えることができれば、

次はもっといい勝負ができるはず。

負けはしましたが、次につながる【種】が蒔けた試合になったと思います。

芽が出るか、花が咲くか、実がなるかは、全て自分たち次第ですが、

自分の強みを理解し、そこで勝負できる剣道を、学院剣道部としては今後とも目指していきます。

保護者の皆様、足元の悪い中はるばる応援に来てくださり、ありがとうございました。

１１月１５日は三次で個人戦があります。

高２が二名、高１が一名出場しますが、団体で果たせなかった中国大会進出を目指して、

剣道部全体で頑張っていきます。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

剣道形　ベスト８　W君　O君 
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剣道部

詳細を見る

平成２７年度　広島地区高等学校新人剣道大会　結果報告
2015年10月20日

１０月１７日（土）に広島地区の高等学校新人剣道大会に出場しましたので、その結果を報告します。

＜試合結果＞
１回戦…広島学院　２－０　美鈴が丘
２回戦…広島学院　０－５　国際学院　

２回戦では試合の流れをつかみきれずに、そのまま相手のペースで押し切られてしまいました。
団体戦は個人の力だけではなく、全体としての流れが大切だということを改めて痛感した試合となりまし
た。
この大会により、１１月に行われる県の新人戦への出場が決まりましたので、あと一ヶ月修練を重ねて、
中国大会に出場できるように全員で頑張っていきます。

剣道部

詳細を見る

県選手権ベスト８！
2015年07月13日

　先日の市選手権で３位に入った中学剣道部は、期末試験の真っ只中、１２日（日）に、府中市立総合体
育館（ウッドアリーナ）で行われた県選手権に出場しました。結果はベスト８（７年ぶり）と健闘しまし
た。
　戦績は以下のとおりです。
１回戦　対大竹　４－１
２回戦　対庄原　４－０（ベスト８）
準々決勝　対大塚　０－３
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　上にも書きましたが、県ベスト８は７年ぶりです。さらに上を目指すためには、やはり、常にこの成績
を収められるように部全体の底上げが必要です。そのなかで、ベスト４、中国大会、全国大会が見えてく
るのだと思います。今回出場した選手たちには、今回の経験を、是非、後輩に伝えていってほしいと思い
ます。　
　ところで、試験中の空き日と重なり、出場選手にとっては、日程的に厳しかったと思いますが、前日夕
方府中入りし、宿舎では試験勉強にもしっかりと取り組みました。今日からの試験後半、きっとよい結果
が出ると思います。文武両道の広島学院剣道部でいきましょう。
　厳しい日程の中で結果を残した生徒たち、おつかれさまでした。
　また、遠方まで応援に駆けつけてくださった保護者の皆様ありがとうございました。

剣道部

詳細を見る

広島県高等学校総合体育大会　試合結果報告
2015年06月20日

毎年6月に行われる県総体に今年も出場しました。

結果は以下の通りです。

＜団体戦＞（予選３校リーグ）

広島学院２（３）－銀河学院３（３）

広島学院１（２）－広島商船１（３）

…予選リーグ敗退

＜個人戦＞

F君（高２・５６K）…２回戦敗退

N君（高２・５６K）…４回戦敗退
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団体戦ではどちらも僅差で負けて悔しい思いをしましたが、前大会よりいい試合ができました。

特に、本大会で県ベスト８になった広島商船と大将戦までつながる勝負が出来たことは、

次の新人戦を見据える広島学院にとって、良い兆しとなりました。

夏休み中の練成会、合宿を通して一回り大きく成長し、

新人戦では一つでも多く勝ちあがれるように、頑張っていきます。

剣道部 , 2015年6月

詳細を見る

中学剣道部市選手権大会３位入賞
2015年06月15日

　６月１３～１４日に五日市中学校で行われた広島市中学校剣道選手権大会（団体の部、個人の部）で、
中学剣道部は男子団体の部で３位に入り、７月１２日に行われる県選手権大会への出場が決定しました。
対戦結果は以下のとおりです。
　１回戦　シード
　２回戦　対二葉中　３－１
　３回戦　対国泰寺中　３－１（ベスト８。県選手権出場決定）
　準々決勝　対中広中　２－１（ベスト４）
　準決勝　対祇園東中　０－３

　市３位という結果は喜ぶべきことですが、県で戦うためには、これからの１カ月をどのように過ごすか
が重要です。優勝した祇園東中と準決勝で当たり、それぞれが、今後しなければならないことを考えたは
ずです。試合後のミーティングで話し合ったことを確実に次からの稽古に生かしていきましょう。

剣道部

詳細を見る

一級審査会
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2015年05月11日

　ＧＷ中の5月6日、県立体育館武道場で、市剣道連盟による一級審査会が行われました。今回は、中２
（５９期）の生徒2名が受審し、2名とも合格しました。
　いずれも、昨年の7月に本校剣道部で剣道を始めた生徒ですが、よく稽古してきました。当日はさすが
に緊張や不安の色が隠せませんでしたが、稽古の成果があらわれたといえるでしょう。
　次は初段です。有段者目指して一歩一歩確実に進んでいきましょう。

剣道部

詳細を見る

中国大会県予選結果
2015年05月10日

5/9、5/10と中国大会の県予選が行われました。

＜個人戦＞
高１の生徒が初戦敗退、高２の生徒二人があと一つで中国大会というところで負けてしまいました。
来年こそ個人でも中国大会にいけるように頑張りましょう。

＜団体戦＞

前回大会に引き続き、今回の県大会でもシードをいただきました。
しかし、二回戦で広島井口高校と対戦し、３－１で負けてしまいまいた。

一度は流れを掴みかけただけに、非常に悔しい結果となりましたが、
団体戦では、個々の力不足が積みあがることもあれば補い合うこともあります。
補い合うためには、何も考えずに「個人戦を五試合」のつもりでやっても勝てません。
先鋒から副将までが、一本取っても取られても、打ち気にはやらず、守りに入らず、
じっくり勝負して、大将まで試合をつなげる気持ちが大切です。
今日の団体戦は、仮に大将が二本勝ちしてもやっと代表戦、という展開でした。
これでは大将に試合を「押し付けた」だけです。
地区大会でも同じ負け方をした以上、同じ轍はもうこれ以上踏まないつもりで、
一ヶ月後の県総体に臨みます。

剣道部 , 2015年5月

詳細を見る

県総体広島地区予選　結果報告
2015年04月22日

４月１９日に県総体と中国大会の予選を兼ねた地区大会が行われました。今大会から、他校に先んじて新
高２を最高学年とする新体制での試合となりました。

一回戦　シード　…県総体、中国大会県予選への出場権獲得

二回戦　広島学院3(6)―1(1)高揚東

三回戦　広島学院0(0)―5(8)新庄　
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前回大会（地区ベスト４）によるシードがあったにもかかわらず、今大会では広島市ベスト16という結果
で終わりました。まだまだ未熟なチームではありますが、県大会では上位進出を目指して新主将を中心に
密度の濃い練習を再開しております。今日は顧問も筋肉痛です…。

剣道部

詳細を見る

中国大会出場結果報告
2015年03月16日

　３月１４～１５日、廿日市市スポーツセンターで、第１７回中国高等学校新人剣道大会が行われ、本校
は、広島県代表として、団体の部に初出場しました。
　中国地方５県の各県代表校が集まったこの大会で、団体戦は３校でのリーグ戦を行い、１校がトーナメ
ント戦に進む形式で行われました。本校は山口県代表の豊浦高校、岡山県代表の西大寺高校と同一リーグ
となりました。
　１４日の豊浦高校との試合では、先鋒、中堅が一本を取ったものの、結果的に０－５での敗戦となり、
このような大きな大会での初戦の難しさを実感した経験となりました。まして、初出場となる本校の選手
は大きな緊張を感じたことと思います。
　１５日の対戦相手は西大寺高校。全国大会にも出場している強豪校で、前日以上の苦戦が予想されまし
た。しかし、中堅が一本勝ち、副将が二本勝ちをおさめるという健闘を見せました。結果は２－３でした
が、本校の力が、上位大会レベルでも十分に通じることを証明してくれました。２年生が１年生をよく
引っ張り、チームのまとまりが作れていたように思います。

　会場には、５３期の先輩も駆けつけてくれました。また、中学生も試験終了後、会場に行き、応援しま
した。
　来年度からは、この大会への出場を続けることが目標になります。それが、今年度の初出場の評価をよ
り高めることになるはずです。幸い、今年度、高１が経験を積みました。中学生も、この大会での先輩の
戦いぶりを見て、「火」がついたことと思います。来年度もこの場に来られるように、春休みからの稽古
に臨んでいきたいものです。

剣道部

詳細を見る

高等学校一年生大会結果報告
2015年01月19日

　１８日（日）、南区スポーツセンターにおいて平成２６年度広島地区高等学校一年生剣道大会が開催さ
れました。
　学院剣道部の高１は現在５人。ちょうど、先鋒から大将まで組める人数ですので、全員が公式戦での実
戦を経験することになりました。なお、高２も審判として参加しました。
　一回戦　対市立広島工高　先鋒Ｏ君　一本取るも二本負け
　　　　　　　　　　　　　次鋒Ｗ君　二本負け
　　　　　　　　　　　　　中堅Ｆ君　二本勝ち
　　　　　　　　　　　　　副将Ｎ君　一本負け
　　　　　　　　　　　　　大将Ｎ君　引き分け
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１－３で、残念ながら一回戦敗退となりました。
　個々の選手の技量というよりも、団体戦として５人で勝負を作っていく戦い方が作れませんでした。苦
しくても大将まで勝負を持っていくという意識が、団体戦では必要になります。今の高１が来年度は中心
です。今後のチームとしての熟成に期待したいものです。

剣道部

詳細を見る

県高校新人大会個人戦が行われました
2014年11月17日

　８、９日に行われた県高校新人大会団体戦で県３位という結果を残した高校剣道部ですが、１５日には
県立みよし公園カルチャーセンターで個人戦が行われました。結果をお伝えします。
　学院からは２年生２名、１年生１名の計３名が出場しました。１年生の選手が５回戦まで進み、ベスト
１６、２年生の選手のうち１名が４回戦まで進みベスト３２に入りました。
　この結果、ベスト３２に入った選手２名が、全国都道府県対抗剣道大会の出場選手を選考する予選会に
出場することになりました。都道府県対抗は社会人も含めた大会ですが、その先鋒を高校生がつとめるこ
とになっているもので、これは、その選手を決めるものです。より高いレベルを体験することで、さらに
力を伸ばし、また、後輩にもその体験を伝えてほしいものです。

剣道部

詳細を見る

高校県３位中国大会出場　中学市大会３位入賞
2014年11月10日

　１１月８、９日は中学、高校ともに公式戦がありました。いずれも素晴らしい結果でした。
　高校剣道部が先月１１日に行われた市新人剣道大会で３位に入り、県新人剣道大会に駒を進めたこと
は、先日もお伝えしました。その県新人剣道大会が８、９両日、呉市総合体育館（オークアリーナ）で行
われ、広島学院は３位入賞となり、来年３月１４、１５日に廿日市スポーツセンターで行われる中国新人
剣道大会に進むことが決定しました。対戦結果は以下のとおりです（学院は二回戦から登場）。

二回戦　　対広島なぎさ　４－０
三回戦　　対崇徳　　　　２－１（ベスト８）
準々決勝　対神辺旭　　　２－１（ベスト４）
準決勝　　対広島皆実　　０－３

　一方、中学剣道部は二葉中学校で行われた市新人剣道大会に出場し、３位入賞の結果を残しました。
１、２年生で臨む公式戦は初めてでしたが、日頃からチームとしてのまとまりを作ってきた成果が出まし
た。対戦結果は以下のとおりです。
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一回戦　　対祇園　　３－０
二回戦　　対翠町　　２－１（ベスト８）
準々決勝　対亀山　　０－０（代表者戦で勝ち）（ベスト４）
準決勝　　対祇園東　２－１

　一回戦、二回戦の相手も決して楽な相手ではありませんでしたが、いずれも先鋒、次鋒が取り、チーム
に勢いをつけてくれました。準々決勝の相手、亀山中は市内の強豪で、双方譲らず、息詰まる代表者戦と
なりました。亀山中の代表者は９日に行われた個人戦で優勝をおさめた選手でしたが、学院の代表者が見
事に一本を取りました。中学剣道部の次回の公式戦は来年度となります。今回の結果で、自分たちが取り
組んできたことに自信が持てるようになったと思います。と同時に、これからの課題も改めて認識できた
はずです。この結果を超えるための鍛錬を続けていきましょう。
　ところで、高校で先鋒、次鋒をつとめた選手は学院に入学してから剣道を始めた生徒です。また、中学
で次鋒をつとめた選手も学院入学後、剣道を始めた生徒で、実質、まだ１年あまりの経験です。そのよう
な選手が県内や市内の強豪を相手に堂々と戦い、結果を残すことができています。生徒どうしがお互いに
気付きを共有する雰囲気ができていることも、有意義な稽古につながっていると思います。週２回という
限られた時間での稽古ですが、その内容がいっそう充実していくように努力を重ねていきたいものです。

剣道部

詳細を見る

地区高校新人大会３位入賞
2014年10月14日

　中間試験を目前にしながら、金曜日も稽古を敢行した高校剣道部ですが、１０月１１日に佐伯区スポー
ツセンターで行われた広島地区高等学校新人剣道大会で、見事、３位に入賞しました。この結果、１１月
８～９日に呉市総合体育館で行われる県新人大会への出場が決定しました。
　戦績は以下のとおりです。

　１回戦　対市立工業　４－１
　２回戦　対国際学院　３－０（ベスト８）
　３回戦　対広陵　　　１－０（ベスト４）
　準決勝　対皆実　　　０－１　
　３回戦の対広陵戦を制し、準決勝で皆実に対して接戦を繰り広げたことは、県新人大会への自信につな
がるでしょう。
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　３年生が引退してから、１、２年生でチームとしてのまとまりを作ってきました。普段の稽古の様子を
見ても、春の頃と比べて、頼もしさを感じることが多いです。

　同じく１１月８～９日に市新人大会を迎える中学生にとっても大きな励みになるでしょう。

剣道部

詳細を見る

中間試験前
2014年10月08日

　中間試験一週間前になりました。中学剣道部（１、２年生）は中間試験前最後の稽古で部内戦を行いま
した。
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　11月８、９日には市中学校新人大会があります。一ヶ月前、しかも、中間試験や文化祭を挟みます。
あっという間に大会を迎えるでしょう。そんなことも意識しての部内戦になったでしょうか。体操服姿で
応援する初心者の1年生も、はやく試合に出たいという気持ちでしょう。

　計時、記録、審判も生徒の仕事です。夏休みまでは3年生の姿に隠れていられた2年生も徐々に自分たち
が中学剣道部を主体的に作っていくのだという気持ちが持ててきました。仕事をする姿勢もきびきびし、
観戦態度も真剣そのものです。

　隣では、高校剣道部（高２、１、中３）が稽古をしています。今週土曜日（１１日）、佐伯区スポーツ
センターで行われる広島地区高等学校新人大会に向けて、一丸となって稽古ができたと思います。県新人
大会を目指します。
　授業日で選手以外は応援に行けないため、高校生は金曜日にも稽古を行い、選手を送り出します。
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剣道部

詳細を見る

２学期最初の稽古
2014年09月03日

　夏休みも終わり、２学期最初の稽古が行われました。学期中は、夏休みほど、一度の稽古の時間が長く
はとれません。ということは、夏休みのように時間がたくさんあるつもりで稽古に臨んでいては、一度の
稽古で得られるものが少なくなってしまいます。
　夏休み中の市総体で中学3年生はいちおう中学剣道部を引退というかたちになります。そのため、現
在、中３は高校生といっしょに稽古、中学剣道部は中２を中心とした新チームとなって、11月の新人戦に
向けた稽古をしています。稽古の様子をお伝えします。

　稽古は小体育館で行われますが、奥が高校生と中３、手前が中２と中１という配置です。今回は主に中
学の稽古の様子です。中２の新キャプテンが指示を出して稽古が進められています。剣道は個人個人の技
量も大切ですが、やはりチームで戦うものだというのは、よく顧問からも話があることです。中２は仲が
いいですが、単に仲がいいだけでなく、「戦う集団」としてのまとまりを作っていきましょう。
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　　稽古後の講話では「うまくなりたいという気持ちを持とう」という話がありました。それがキビキビ
した動き、真剣さにつながることは明らか。2学期で心機一転、一つ一つの自分の動きを「うまくなりた
いという気持ち」という言葉から見直してみましょう。

剣道部

詳細を見る

市総体出場結果
2014年08月12日

　中学剣道部は８月１１、１２日に中区スポーツセンターで行われた第６２回広島市中学校総合体育大会
剣道の部に出場しました。３年生にとっては中学生として最後の公式試合、新１年生の初心者にとって
は、はじめての試合応援となりました。開会式の様子です。
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　１１日は個人戦とＢチームの団体戦が行われました。団体戦のＢチームは全員が３年生のチーム。それ
ぞれが中学生最後という気持ちをもって臨んだと思います。しかし、結果は厳しく、初戦の相手、祇園東
中のＢチームに対して完敗でした。
　一方、個人戦は２名が出場。それぞれ一回戦を突破しましたが、次は強敵との対戦。いずれもよく粘っ
たと思いますが、県大会出場資格を得るベスト１６には及びませんでした。個人戦の様子です。

　１２日は団体戦Ａチーム。初戦の相手は、前日Ｂチームが敗れた祇園東中のＡチームでした。先鋒引き
分け、次鋒一本負け、中堅で取り返し、副将が引き分けと、一進一退の戦いとなり、大将勝負。応援する
選手たちも力が入ります。強豪相手にこちらも粘りを見せましたが、残念ながら、初戦突破はなりません
でした。

　　新１年生もはじめての応援です。先輩たちがなしとげられなかったことや先輩たちの悔しさを受け止
めてくれたでしょうか。
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　学院が関係する試合が終わったあとも、決勝、閉会式まで全員が残り、強豪の試合を観戦しました。県
大会出場という目標が果たせなかった現実にしっかりと目を向け、悔しさを感じ、学院の剣道に何が足り
なかったのかを考えることができたでしょうか。
冷静さと情熱を！

剣道部

詳細を見る

廿日市合宿
2014年08月06日

　中高剣道部は８月１日から３日まで、廿日市市のアルカディアビレッジで合宿を行いました。
　各自が合宿の目標を皆の前で発表しましたが、「声を出す」という基本（以前のこと？）から「打ちの
鋭さ」「遠間から打つ」といった技術的な目標まで、それぞれの段階に応じて、様々な目標が出されまし
た。
　２泊３日ということもあり、時間は貴重です。午後８時からの「夜錬」も設定され、特に２日目は朝食
前の「朝錬」から「夜錬」まで四部構成の稽古となりましたが、いちばん疲れがたまっているはずの２日
目午後の稽古、夜錬は大変熱のこもった良い雰囲気のなかで行われました。
　生活面でも、最初は受け身で動きが鈍かった下級生も、２日目後半から最終日にかけて、よいはたらき
を見せてくれ、片付けなども順調に終わりました。合宿のいいところは、剣道の技術的なことはもちろん
ですが、生活面で、先輩の動きを見て、あるいは、先輩から教えられて、下級生もあるべき動きを心掛け
るようになるところにあるとあらためて感じました。
　アルカディアビレッジは温泉で、稽古後の温泉は最高だったようです。温泉といえば、こちらには「飲
み水」として温泉水（熱くありませんが）が出てくる蛇口があり、とてもまろやかでおいしいお水が飲め
ました。
　さて、最終日は試合稽古。合宿の成果を見せる日です。ウォーミングアップの素振り。

　中高に分かれて、中学はトーナメント、高校はリーグ戦形式で行われました。試合本番と変わらない雰
囲気。緊張感が漂います。
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　撮影がカメラ専用機でないのが残念ですが、今回のベストショットでしょうか。高校の試合です。

　中学の決勝戦。「声が出ない」「動きにキレがない」などいろいろな課題が指摘されてきた中学生です
が、今日の稽古では声もよく出ていて、真剣さが動きにもあらわれていました。

　　高校の決勝戦。見ているこちらが圧倒されるような気合（声）、迫力でした。

　こんな強そうな剣道部ですが、
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稽古が終わればこんな様子。高２のみんなにとっては最後の合宿でした…。

　打ち上げでは、それぞれがネタを披露しました。高校生の完成度が当然のことながら高かったなかで、
中３のみんなもキラリと光るものがありました。来年が楽しみです。個人的には高２某くんの、普段の彼
とは一線を画すキレキャラが印象的でした。
　「合宿は合宿」ではなく、合宿での「ちゃんとした剣道」がいつもの剣道になりますように。

剣道部

詳細を見る

広島地区大会　団体戦第５位入賞
2013年04月23日

　表記大会にて，参加３８校中第５位に入賞し，中国大会県予選・インターハイ県予選（県総体）の出場
権を獲得することができました。
　２回戦で強豪・広陵高校を３－１で破ったことで勢いに乗ることができました。高１コンビが生き生き
と躍動感ある剣道をし，上級生が要所をしめる良い試合展開ができたと思います。この日に見えた課題も
しっかり克服して，５月の中国大会県予選，６月のインターハイ県予選でも上位に食い込むことができる
ように頑張ります。今後とも，応援の程，よろしくお願いいたします。
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剣道部

詳細を見る

広島市中学校新人剣道大会
2012年11月13日

平成２４年１１月１０日、１１日に広島市の新人剣道大会が行われました。初日の団体戦は３回戦で敗れ
てしまいましたが、１１日の個人戦では中２のN君が９４名の個人戦出場者の中で３位に輝きました。県
大会などにつながる大会ではありませんでしたが、中３から中２にバトンタッチをした最初の大会で表彰
台を獲得でき、幸先の良いスタートになったと思います。団体でもっと勝てるように１年間頑張りますの
で、応援のほどよろしくお願いします。
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剣道部

詳細を見る

県高校新人戦（団体戦）
2012年11月12日

11月11日（日），呉市総合体育館（オークアリーナ）にて表記大会が行われました。
結果は，以下の通りです。

1回戦　広島学院　２－１　安芸府中
2回戦　広島学院　２－１　呉商業
3回戦　広島学院　１－２　国際学院
　　⇒県ベスト16

　3回戦の試合では，中堅T選手が目の覚めるような相コテメンを2発決め，チームに勢いをつけてくれま
したが，後半戦で盛り返され，中国新人戦への進出はなりませんでした。競り負けた試合でしたが，スコ
ア以上に，自力の差も感じました。冬場の稽古で地道に基本を鍛えなおし，春の公式戦で悔しい思いを晴
らしたいと思います。引き続き，応援のほど，よろしくお願いいたします。

剣道部

詳細を見る

尾道合宿
2012年08月08日

剣道部は，8月1日（水）～4日（土），尾道ふれあいの里において，合宿を実施しました。今年は，合宿
直前に中学生は2日間の出稽古，高校生は安芸路大会に参加したため，例年以上に熱のこもった稽古をす
ることができました。

朝は，ストレッチ・素振り・足さばき，午前中は基本稽古，午後は応用動作の稽古。涼しく快適な稽古環
境でした。
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最終日の打ち上げは，各学年に分かれて，一発芸を披露しました。幹部学年の高2は，３つも芸を用意！
最後の合宿にかける意気込み！？

技術的・精神的な成果はもちろん，チームの結束もより深まりました。保護者の皆さま，ご理解・ご協力
ありがとうございました。今回の合宿の成果を8月中旬の中学生の市総体，秋の高校新人戦で発揮できる
ように，頑張ります！

剣道部

詳細を見る

中国大会（個人戦）
2012年07月03日

高校剣道部主将・T君が，広島県代表選手として，中国大会の個人戦に出場しました。
倉敷高校の選手に出ゴテを先取された後も，果敢に攻め続けましたが，あと一歩のところで，残念ながら
初戦敗退しました。この良い経験を夏場の稽古でしっかりチームにも伝えていって欲しいと思います。
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剣道部

詳細を見る

県総体（インターハイ県予選）団体戦
2012年06月04日

6月2日（土）・3日（日）に神辺高校（福山市）で行われた表記大会の結果は，以下の通りです。
　予選リーグ　広島学院　４－０　大門高
　　　　　　　広島学院　０－４　神辺旭高
　　　　　　　　　　→決勝トーナメント進出ならず

※神辺旭高校との試合は，勝つ気持ちで臨みましたが，地力の違いを見せつけられ，目標としていた県ベ
スト16進出はなりませんでした。
※高校3年生（52期）は，この大会で引退しました。試合の結果としては，悔しさが残りましたが，最後
まで諦めずに戦い切った姿は，立派でした。高3の皆，6年間お疲れ様でした。遠方まで応援に駆け付けて
下さった保護者の皆さま，ありがとうございました。

剣道部

詳細を見る

高校生・中国大会県予選
2012年05月18日

5月12日（土）・13日（日）に行われた表記大会で，高2のT選手が4回戦に進出し，中国大会への出場権
を獲得しました！おめでとう！

個人戦・団体戦の結果詳細は，以下の通りです。
１）個人戦　T選手…4回戦進出　　Y選手…2回戦進出　　H選手…1回戦敗退
２）団体戦　1回戦　広島学院　３－１　山陽高校
　　　　　　2回戦　広島学院　２－２（本数３－４）　銀河学院高

※団体戦は，地区予選に引き続き，競り負けました。この悔しさを忘れずに，高3の引退試合となる県総
体に向けて稽古に励みます。
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剣道部

詳細を見る

地区大会結果・春季公式戦予定
2012年04月16日

4月15日（日）に行われた広島地区大会の結果は、以下の通りです。
予選リーグ　広島学院　４－０　広島工大高
　　　　　　広島学院　１－２　祇園北高
　　　　　　　　　　　→県大会（中国大会県予選、県総体）への出場権獲得。

★祇園北高戦は、競り負け、悔しい思いが強く残りました。
　中国大会県予選で、この悔しさを晴らしたいと思います。
　引き続き、応援のほど、よろしくお願いいたします。
　尚、春季公式戦の予定は、以下の通りです。

5/12（土）　中国大会県予選（個人戦）　於：県立総合体育館武道場
5/13（日）　中国大会県予選（団体戦）　於：県立総合体育館武道場
6/2（土）3（日）　県総体（インターハイ県予選）（団体戦）　於：神辺高校
6/10（日）　県総体（個人戦）　於：びんご運動公園
6/15（金）～17日（日）　中国大会　於：呉市総合体育館（オークアリーナ）

剣道部

詳細を見る

広島学院中学剣道部　紹介
2012年04月05日

広島学院中学剣道部

　現在、経験者３名・初心者９名で練習を頑張っています。

　剣道という「武の道」に踏み入れる以上は、単なる勝ち負けに終始してほしくありません。

　自分の身体の使い方を学び、

　理にあった動きを身につけ、

　そして何より追い込まれたときに弱い自分と戦うこと。　

　これらを念頭に置いて、日々稽古をしています。
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　部員数：１２名　（中１：５名　中２：７名）

　活動日：火曜日・金曜日

活動場所：小体育館

剣道部 , 中学

詳細を見る

高校剣道部・活動報告
2012年04月05日

①人数…高3：4名　高2：6名　高1：10名　合計20名
②2011年度戦績　中国大会県予選　団体戦　県ベスト16
　　　　　　　　　　　　県総体　団体戦　県ベスト16
　　　　　　　　　　　　県新人戦　個人戦　T選手　県ベスト32
③「剣道を学ぶ」よりも「剣道で学ぶ」姿勢を大切に、日々の稽古に取り組んでいます。

剣道部 , 高校

詳細を見る

ページの先頭へ戻る

〒733-0875　広島市西区古江上1-630　TEL:082-271-0241 / FAX:082-271-6784
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