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今 回、 ２年 生の 栗波 涼之 助君 が ６年 ぶり

に全 日本 出場 権を 勝ち 取っ てく れ まし た。

これ はい つも 温か くご 支援 いた だ いて いる

德永 学長 、大 学関 係者 の皆 様の お かげ であ

る と、 改 め て 剣道 部 一 同 感謝 し て お りま す 。

まだ まだ 小さ な一 歩で すが 、そ の 壁を 打ち

破っ てく れた こと でこ れか らの 大 きな 飛躍

を予 感し てお りま す。 どう ぞ剣 道 部に ご期

久野

数 馬（ 剣 道部

監督 ）

待く ださ い！ 本当 にあ りが とう ご ざい まし

た。

関 西学 院、 同志 社と いっ た関 西 屈指 の強

とい

での 努力 を物 語る よう な素 晴ら し い一 本で

府民共済 SUPER 学生剣道選手権大会』が開催され
アリーナ（旧： た。男子は１９８名出場し、女子

付かれ、同点。最後は雑草魂とも

奪うも、その直後に油断した隙を

ち越しとなった。 分程度の

り方式による敗者復活戦に持

ことで、全日本出場は負け残

後の さら なる 活躍 に期 待し ます 。

たか らこ そ、 この よう な結 果に な った のだ

両親 、Ｏ Ｂの 方々 、他 の部 員の 支 えが あっ

は 久野 監 督 の 熱意 の こ も った 指 導 を はじ め 、

出場 権を 獲得 する こと がで きま し た。 これ

こ のた び、 全日 本学 生剣 道選 手 権大 会の

副部 長 ）

最終 戦で 叩き 込ん だ逆 胴は 、本 人 のこ れま

う 結果 以 上 に 価値 が あ る もの だ と 思 いま す 。

豪校 の選 手を 破っ ての 勝利 、ベ ス ト

一方、栗波は全日本出場を

した 。ま だ２ 年生 とい うこ とも あ り、 本人

体育大 有賀に惜しくも二本

、女子はベスト

二回戦は栗波、仙石の両名が連

賭けた四回戦で立命館大 丸

の努 力次 第で まだ まだ 伸び るは ず です 。今

する。

５月７日（日） 、 において、『第 回関西学生剣道
まで勝ち抜けば、

勝し、三回戦に駒を進めた。三回

山と対戦。ここまで連戦の疲

47

は１９１名出場し、男子はベスト

いうべき意地を見せ、どうにか一

休息を挟んで迎えた敗者復活

負けを喫した。

選手権大会および第 回関西女子
全日本出場権が与

戦、栗波は剣道の強豪校として名

労もあり、二本負けを喫した

大阪市此花区の
えられる個人戦の

高い関西学院大の主軸・中西と激

16 30

戦を繰り広げる。幸先良く一本を

65

大会である。

舞洲アリーナ）

本を取り返し、辛くも勝利した。

戦初戦、栗波は大体大 石田

では 思い 切っ た悔 いの 残ら ない 試 合を し、

場しているが、

日本選手権に出

に３年連続で全

男子は団体戦

所属し、剣道部主将として団体戦

見せた。汎愛高校時代、武道科に

収め、今大会における意気込みを

波は開始 秒で圧巻の二本勝ちを

は仙石が危なげなく勝利。特に栗

栗波、寺内、小川の３名が、女子

出場を決めた。

全日本学生剣道選手権大会

個人として６年ぶりとなる

逆胴を見事叩き込み、男子

の隙を突き、伝家の宝刀・

新垣の竹刀が上がった一瞬

直後にレギュラーの座を奪い取っ

雄 太 （ 剣道 部

仙石は三回戦で危なげなく勝利

と対戦し、一本負けを喫して

しまう。

上を 目指 して 頑張 りた いと 思い ま す。 応援

個人では２０１

では不動の大将を務めた栗波は、

た。強豪の私立高校を相手に勝ち

山田

を収めるも、四回戦で名門・大阪

敗者復活戦の 二回戦、
関西の強豪・同志社大 新

１年を最後に出

類まれな勝負強さを発揮し、入学
今回本学から

栗波

涼之 助（ 剣道 部 ２年 ）

と思 いま す。 感謝 の気 持ち を持 ち 、全 日本

垣と相見える。 疲労も限

よろ しく お願 いい たし ます 。

力勝負となる延 長戦は避

けたい。互角の 戦いが続

くが、最後は一戦に賭ける

場から遠ざかっ

集中力で相手を上回った。

ている。
は男子４名、女

星を重ねてきた彼は、大胆さと冷

30

界に達している なか、体
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７月 日（日）に行われ
る同大会でも、鬼神のごと
き剣風で我々を魅了し、秋
に行われる団体戦に向けて、
剣道部を勢い付けてくれる
であろう。頑張れ、剣道部！！
静さを兼ね備え、鬼神のごとく果
敢に攻め込む剣風で観戦者を魅了

子３名が出場し
初戦、男子は

た。
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