
 

まだまだ緊張感が抜けませんが少しずつ色々な活動が始まり嬉しいことに、光の先が見えてきました。 
第 92 号は印刷での配布広報誌の最終号となりました。 
編集後記でも触れていますが、時代に即したデジタル化された広報誌と生まれ変わります。 
今回はコロナ禍での県大会出場者のコメントを掲載しました。楽しんで下さい。 
２０２１年度の技能検定試験の合格者は、以下のとおりです。 
皆様、おめでとうございます。 

 

２021 年度後期４段合格者コメント（敬称略） 
小原 洋子（林間拳竜会） 
合格して思う事は、上手くいかなくてもがいている時間が大切だということです。出来ない事を繰り返し、自分
と向き合うことができた大事な時間でした。そして、合格に導いて下さった先生方には感謝でいっぱいです。 
細野 美知代（渋谷太極拳クラブ） 
膝が悪く、軽い運動と人との交流が楽しみで太極拳を始めました。長いような短いような十年がたち今日も太極
拳を続けられる事に感謝し、これからも健康的な生活が送れたら良いなと思います。 
 
大和市スポーツ人の集い 
２月１１日「第４６回大和市スポーツ人の集い」が中止されましたが、渋谷太極拳
クラブの小糸吉辰様が大和市体育協会より功労賞を受賞されました。 
誠におめでとうございます。 
受賞コメントをいただきましたのでご紹介します。 
小糸 吉辰（渋谷太極拳クラブ） 
体育協会のイメージは、スポーツの種類が異なるクラブ数２４の協会が活動してい
ることから、運営・活動等に多くの参考になる事多くあると期待し出席していまし
たが残念ながら活動も報告も全く出来ませんでした。従って推薦したとの報告を受
けたときから、難しいと思っていましたので、受賞決定の連絡を受けビックリしま
した。これからは今のクラブの練習に没頭してゆきます。   
   

◆級・段検定試験合格者（敬称略）

氏名 主な所属クラブ 認定 氏名 主な所属クラブ 認定 氏名 主な所属クラブ 認定

　林 祐子 林間 １級  岡森 秀美 深見ゆり ４級  石井 智子 つきみ野 ３段

 穐田 照子 林間 ２級  加藤 恵子 孔拳会 ４級  横田 公代 つきみ野 ３段

 白戸 洋子 つきみ野拳周会 ２級  菊池 雅美 孔拳会 ４級  中村 康子 桜丘 ３段

 中村 健次 同好会 ２級  石毛 千穂 孔拳会 ４級  大橋 恒子 桜丘 ３段

 上杉 淑子 レインボー ２級  田畑 樹 孔拳会 ４級  齋藤 明子 オーロラ ３段

 上嶋 礼子 渋谷 ２級  岩本 興市 オーロラ ４級  平本 富雄 やわらぎ ３段

 五十嵐 清子 桜丘 ３級  今井 規美夫 孔拳会 ５級  小川 久美子 下鶴間 ３段

 笠原 敬三 深見ゆり ３級  清水 正一 同好会 初段  鈴木 弘之 下鶴間 ３段

 星 芳子 深見ゆり ３級  清水 康子 同好会 初段  鈴木 智賀子 下鶴間 ３段

 古木 愛子 レインボー ３級  奥山 淑子 つきみ野 初段  森田 富美子 南林間 ３段

 原 博志 レインボー ３級  小笠原 美保 つきみ野 初段  小武 重子 南林間 ３段

 池田 佳代子 下福青空会 ３級  吉田 晃 つきみ野 初段  細野 美知代 渋谷 ４段

 橘田 和子 やわらぎ ３級  吉田 親子 つきみ野 初段  小原 洋子 拳竜会 ４段

 近藤 定芳 下鶴間 ４級  山田 るみ子 やわらぎ ２段

 福田 貞見 下鶴間 ４級  吉本 悦子 同好会 ２段

直樹 



第２８回神奈川県武術太極拳選手権大会開催 
２０２２年３月１２日（土）横浜国際ブールにおいて 
第２８回神奈川県武術太極拳選手権大会が開催され 
全５コートで熱戦が繰り広げられました。 
今回は新型コロナウイルスの影響で２年ぶり、無観客で
の開催となりました。 
また、当初予定の１月３０日（日）県立スポーツセンタ
ー開催からの延期開催となり各種の調整が大変難しい
状況でしたが、大会関係各位のご努力で無事終了するこ
とができたのではないでしょうか。 
大和市太極拳協会からも沢山の選手が参加され前回同
様活躍されました。 
また当協会から派遣されました役員・審判・スタッフの
皆さま、大変お疲れさまでした。 
来年は、２０２３年１月２９日（日）県立スポーツセン
ターで開催されます。 
入賞者の方々は以下のとおりです。 
皆様、おめでとうございます。 

 

大会参加者コメント（敬称略） 

◇シニアフェスタメンバー 
県選手権大会シニアフェスタに出場します。来年神奈川県で開催のねんりんピックの代表を決める大会です。2019
年和歌山大会で 2 位を頂いた経験を宝に練習をしています。呼吸を合わせ集中して表演したいと思います。 
◇つきみ野太極拳クラブ 
宇都宮 徳久 ４８式太極拳で出場します。もう何回出場しただろう。気づいたらもう若手ではなかった。先日、妻に
「あなた、太極拳は向いてないのよ。もう止めたら」と言われてしまった。なんだと、表彰台に昇って見返さないと!  
河村 智宏 大和市で太極拳をしている熊です。 
私の太極拳はブルドーザーと言われています。安定第一をいつも意識しています。 
大会も安定第一で全集中 腹式呼吸、24 式太極拳を頑張ります。 
田中 曻 出場の機会を得て、感謝と喜びを表す楊式を目ざす。意念をもって自然体で、特に身法に注力し粋な太極拳
を演じたい。結果は自ずと付いてくるだろう。集中力を持ち最後まで練習を重ねようと思う。 
横田 公代 太極拳クラブの練習中止も長引き、時間はあるのに太極拳へのモチベーションは上がらず、、。クラブの皆
さんと切磋琢磨するから励むことができると実感しました。初出場となる県大会、目標ができ私も再始動です。 
大野 麻美 選手として最後まで取り組むことに決めた、楊式太極拳。「やる気の原点は目標に有り、楽しみはそのプ
ロセスに有り、喜びはその結果に有り。」を信じて日々穏やかに練習あるのみ。 
奥山 淑子 奥深い太極拳やっと入口にいます。先生の教えが体感出来るまで長時間かかりますが、仲間との練習が楽
しくて続いている私が初県大会参加の機会をいただき嬉しい反面、不安がいっぱいですが全力で臨みたいと思います。 
中田 迪子 アッという間にその日は来てしまうのでしょう。歳により衰えた筋力、バランス感覚。当日緊張しない為
にも「練習は裏切らない」という先生の言葉を教訓にその日を迎えられたらと思います。  
石井 智子 ３年程前に選手権大会に出場した事があり、その時はパニックに陥り、套路が分からなくなってそのまま
終了してしまいました。つきみ野太極拳に 4 月に入れていただき、新たな気持ちでリベンジしたい！と思っています。 
小笠原 美保 初段受験の流れのまま初めての県大会！起勢から放鬆を意識して身体の硬い私が今できるゆったりと
した２４式を表演します！ 
◇林間太極拳クラブ 
片岡 春樹 昨年 9 月にご逝去された故金井先生が奥様に「片岡君が焼香が来てくれたら選手権大会頑張るように伝
えてほしい」と言い残されたとお聞きし、体の続く限り大会には出場しようと決意しました。 
◇下和田太極拳クラブ 
昆 智恵子 太極拳を習い始めた頃、私は剣を持っている人を初めて見かけてとてもあこがれました。そして今は追い
求めているというと格好良すぎるので、何か変だと思うところをやり続けていくことが楽しくなっています。 
仲戸川 栄 毎年前回より上の点数が出せるよう、そんな目標を立てて練習しています。 
今年も大会に出場しますが、普段の練習のような表演が出来たら嬉しいです。 

入賞者一覧 (敬称略）

種目 順位 氏名 種目 順位 氏名

➀24式太極拳A男子 １位 高橋 純臣 ⑥呉式太極拳女子 １位 眞田 優子

②24式太極拳A女子 １位 天野 光 ⑦24式太極拳S-2男子 ２位 畠山 明則

8位 鈴木 美奈子 ⑧32式太極剣S-3男子 １位 仲戸川 栄

③24式太極拳C男子 １位 尾崎 純一郎 ⑨初級長拳女子 ３位 杉山 結梅子

１位 多田 傑 ⑩初級剣術女子 １位 杉山 結梅子

２位 宇都宮 徳久 ⑪初級棍術女子 ２位 杉山 結梅子

⑤陳式太極拳男子 １位 中山 智由 ⑫国体少年長拳男子 １位 杉山 徹朗

団　体

⑬太極拳推手規定 １位

⑭国体シニアの部 １位

⑮シニアフェスタ １位

④48式・88式
                  太極拳男子

中山 チーム（中山 智由、島井 絵里子）

中山 ペア（中山 智由、島井 絵里子）

ウイングフラッシュ（大野 麻美、天野 光、佐藤 明、
                              高橋 純臣、 多田 美保子、多田 傑）



◇桜丘太極拳クラブ 
鈴木 美奈子 太極拳を愛してやまない先生方に熱心にご指導頂き幸せです。複数の太極拳らしさの要求を協調させる
事に魅力を感じて来ています。現段階で自分が出来る事を全て大会で表現できる様また先輩方の表演を直に見れる事
楽しみです。 
◇つきみ野拳周会 
岩部 一宏 この 2 年間の練習を信じ、緊張せず気持ちよく表演出来ればと思っております。 
何はともあれ機会を設けていただいた大会関係者の皆様、ご指導頂いた先生方、諸先輩方に感謝致します。 
金平 征 ―仲間から「良かったよ、乾杯！」のシーンを胸にー熱心に指導くださった先生アドバイスをくれた同僚の
期待に応えられて、練習した通りの技を、美しく発表出来ればと願っております。 
◇大和同好会 
長澤 英雄 県大会にて種目４２式剣に出場します。今回は今まで以上に準備や運営して下さる関係者に感謝ですね。 
準備万端、最大限力を発揮できるよう、また競技に参加できることを楽しみたいと考えています。 
◇下鶴間太極拳クラブ 
多田 傑 これまで長い間出場していた 24 式太極拳から初めて 48 式太極拳に出場します。今年十数年振りで参加し
たスポセンの土曜教室で 48 式太極拳を教えて頂いておりますので、その成果を出せるよう頑張りたいです。 
多田 美保子 新型コロナウイルスの流行で、県選手権大会も久しぶりです。 
今年度は初めて 48 式太極拳に出場します。これまで 24 式太極拳や 32 式剣で県大会に出場してきましたが、これ
からも学び続けるために挑戦したいと思います。 
鈴木 弘之 普段の練習は“ゆるむ”“繋げる”を重視していますが、選手権大会では“拡げる”“魅せる”ことを少し
でもイメージし、先生のご指導を糧に、過去の自分を超えられるようベストを尽くしたいと思います。 
猪野 功 太極拳を始めて 3 年半にしかならない私が無謀にも 24 式太極拳に出場しようという暴挙を決意してしま
いました。そんな私のことを見るに見かねた師匠から大会に向けて熱血指導を受けているところです。頑張ります。 
◇オーロラクラブ  
水野 秀美 42 式剣でエントリー致しました。試合は緊張が先だってしまいますが、落ち着いて表演出来る様に頑張
ります。皆様の素晴らしい表演を楽しみにしております。 
藤川 由可 今回は 42 式総合太極拳にエントリーいたしました。コロナの影響で思う様に練習も出来ませんでした
が、良い成績を残せる様に頑張ります。 
庄司 節子 健康に良さそうだと気楽に入った太極拳が、すごく奥深いものだとやっとわかってきたところです。不安
だらけですが目標に向かい練習しています。微々たるものでも身につけられたら良いと出場を決めました。 
髙橋 純臣 繋いでは一片の切れもなく、ゆっくり均一に緩めながら、のびやかに穏やかに、静から動へ動から静へ、
やるべきことをやり抜けるようがんばります。 
沖嶋 一枝 コロナ禍で新しい生活が始まり、少しずつ日常が戻りつつありますが、なかなか練習も思い通りに出来て
いません。２年ぶりの県大会ドキドキですが頑張ります。 
◇点睛会 
石塚 月雪 きんちょうしないで、いつも通り楽しくがんばりたいと思います。  
角田 千嘉来 ３種目で出るのと刀で出るのは今回初めてで、刀は持って飛び跳ねたりするのが、少し重いので大変で
す。刀を回す時に床に当たらないように、気をつけたいです。すぐそこに相手がいる、という気持ちで気をぬかないで
やりたいです。初級刀の三段から四段の刀を振り回すところを頑張りたいです。  
杉山 結梅子 蹴りを高くあげられるように、柔軟をしています。大会では、蹴りを高くして、力強く、動作を低くす
ることを意識して、頑張りたいです。   
谷 爽空 今回の大会は私にとって、約 3 年振りの大会です。中学二年生の時以来の出場なので、少し緊張するかもし
れません。でもこの 3 年間、熱心に続けてきた練習の成果を見せることができるように頑張ります！   
杉山 徹朗 久しぶりの大会ですが練習の成果を発揮できるよう全力を尽くしたいです。   
秋元 優香 動作を素早く正確にできるように頑張りたいです。   
秋元 皓惺 練習を振り返って本番に生かすよう頑張りたいです。   
駒井 日々希 今まで練習してきたことを活かして、本番で最高の演武が出来るよう精一杯頑張ります。 
◇大和孔拳会 
尾﨑 純一郎 私は今回で 6 回目の出場です。これまでの成績は全て 2 位で悔しい思いをしてきました。 
今回も１位を目指し次こそは自分の実力で全国大会の切符をつかめるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。 
眞田 優子 今年こそ結果に結びつく内容にしたいと思っています。採点方法の変更や、コロナ対策など、主催者の方々
のご苦労に感謝致します。そして伸び伸びした演武をしたいです。 
畠山 明則 何気なく始めた太極拳でしたが、これほどのめり込むとは思いませんでした。 
生涯続けていきたいと思っています。県大会は楽しんで出きればと思っています。 
天野 光 コロナ禍における県大会再開に、２０２２年の明るいスタートを感じます。 
好きな太極拳に没頭できる現状に感謝し、前回より少しでも得点を伸ばせたらと思っております。 
中山 智由 今度の県大会は、朝イチ陳式、昼イチ国体、夕方推手と３種目に出場予定です。 
コロナ禍のせいにして、大会向けの套路練習がほとんどできておらず不安しかありませんが、とりあえず当日発熱だ
けはしないように体調を整えたいと思います。 
林 末広 後期高齢者１年目で太極拳２４式 A に出場します。コロナの中でも太極拳という良い趣味をもったおかげ
で家の中で練習が出来たことは幸せなことでした。その成果を表演できるので久しぶりの大会が楽しみです。 

 
 
 
今年もコロナの変異株に翻弄され、自主練習を余儀なくされた一年でした。 
安堵感と恐怖感の繰り返しで精神的にもきつい 2０21 年度が終わります。協会ホームページの中にすでに広報誌が
掲載されていますが、2022 年度からはその体制のみを維持し、紙面での広報誌はこれで最後となります。 
次号からは、協会ホームページを積極的にご活用下さい(*^-^*)v 

◆発行：大和市太極拳協会    
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