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～聞くことを尊び、知るところを行う～ 

 

 中京大学退職にあたり 

 

 

 

堀山 健治 

 

この度２０２２年３月３１日をもちまして中京大学を退職いたしました。在職中は皆様

に支え助けられ今日まで務めることができました。本当にありがとうございました。 

振り返りますと私の人生は非常に幸運の連続でした。中学校の三重県剣道大会で優勝し

たことで、中京大学卒の西田忠幸先生にお声がけいただき三重高校に進学することになり

ました。このことが今ある私の人生のすべてといっても過言ではありません。ほんとうの

剣道人生の始まりになります。私を導いてくださった西田先生には大変感謝しております。

「どの道も歩いてみれば花盛り」という詩もありますが、時々違う道を歩いていたらどう

なっていたのかと思います。 

中京大学は体育学部が八事から豊田に移転する時期で、私は豊田の２期生にあたります。

豊田は名古屋から名鉄バスで２時間余り、街は夜７時になると真っ暗でした。キャンパス

の樹木は植林されたばかりで背も低かったと記憶しています。２年になる時に武道館が完

成し、剣道部もすべての活動を豊田で行うようになりました。指導陣は、三橋・近藤・恵

土・林の各先生方、今にしてみれば何と恵まれた環境だったのかと思います。３年時に私



が全日本学生選手権で４位に入賞し、その後恵土先生が退職されました。４年生の時（昭

和 50 年・1975 年）に三重国体があり、三重の教員の道が閉ざされ、どうしようかと思っ

ていたところに、三橋先生の後任として中京大学に残れるかもしれないという話をいただ

きました。大学院に進み、その後先生方のお力添えで大学に助手として採用（1980 年）

していただきました。何と幸運なんでしょう！ 

剣道部では近藤部長、林監督のもと助監督として後進の指導に当たりました。間もなく

して近藤先生退職後に天下の伊保清次先生に部長として指導を仰ぐことになります。さら

に 1995 年水谷好助先生が中京高校から特任講師で大学にこられました。水谷先生には女

子の監督をやっていただき、また私の仕事の多くを手伝っていただきました。感謝感謝で

す。 

1967 年に設置された武道学科が 2000 年には募集停止しになり、伊保先生退職の後、指

導陣は、私と林邦夫先生、水谷好助先生の３人体制になりました。やがて 2003 年３月に

水谷好助先生が退職されます。 

1990 年秋、剣道部監督に就任した後は中京大学の名に恥じぬようまた、先輩方の期待

に添えるように、何としても剣道部を日本一にという気持ちでやってまいりました。 

女子は団体において、監督就任当初から全国において好成績を残しました。そして 2004

年に１８年振り２回目の優勝を果たすことができました。個人においても島村（旧姓川畑）

さんの全国２連覇をはじめ沢山の方が全国大会に入賞し活躍してくれました。 

男子は監督初年度に１９年振りの全国大会団体３位入賞を筆頭に 2003 年全国大会団体

準優勝そして、４年連続の全日本学生選手権大会３位入があります。また、東海大会団体

１１連勝などもあります。しかし残念ながら全国団体優勝は成りませんでした。 

部員の行動や寮生活の管理は大変でしたが、剣道部で毎年夏に行った３泊４日の高校剣

道研修会（現剣聖旗の元）は楽しい思い出の一つです。また、インターハイや国体、玉竜

旗大会などの時にお世話になった OB・OG 同窓会なども楽しい思い出です。やはり卒業

生の皆さんの顔を拝見するのが楽しみになっていました。学生時代の苦労も笑い話です。 

ただ、剣道八段昇段には苦労しました。１０年を費やし、皆様には叱咤激励をいただき

ました。中京大学剣道部監督の肩書が大変重いものでした。 

笑い、泣き、楽しく苦しく、４２年間色々なことがありました。ここに無事退職できま

したこと何よりうれしく思います。後任も決まり肩の荷を下ろして心気なく引退できます。

身体の許す限り道場には足を運ぶようにしたいと思っております。また皆様とお会いでき

る日を楽しみにしています。中京大学剣道部と卒業生の皆様に幸あれ！ 

ありがとございました。 

 



剣道部部長・監督就任にあたり 

 

 

中京大学剣道部 

監督 村瀬直樹 

 

 

この度、中京大学剣道部部長・監督に就任した平成 22年度卒業の村瀬直樹です。 

創部以来多くの方々の努力で作られてきたこの剣道部の監督を務めさせて頂く事に、大

きな誇りと責任を感じております。 

まずは、「学生が試合で最大限の力を発揮できるようにすること、礼儀礼節を重んじ剣道

を通じて素晴らしい社会人となれるようにすること、そして中京大学へ来て良かったと思

えるようにすること」を念頭において指導に当たっていきたいと思います。 

 私は本学剣道部の出身であり、これまで林先生、堀山先生にたくさんのご指導を賜るこ

とができました。今後は、両先生よりご指導いただいたことを糧に、中京大学剣道部が更

に発展していけるよう努めてまいります。 

 OB・OGの先輩方におかれましては、どうか今後も変わらぬご支援を賜りますよう、ま

たご指導ご鞭撻をいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 



林流最新式稽古・指導法 

―人生百年時代の剣道考― 

中京大学名誉教授 

林 邦夫 

 

 

 日本における新型コロナ感染症は、下火になったものの、海外では新たなオミクロン株の

出現により、決して予断は許されない状況であります。まだまだ、平常を取り戻すには時間

がかかることを覚悟して精進しなければならないと思われます。 

【新たな稽古・指導法】 

 諺に「禍を転じて福となす」とは。劣勢の状況下で新たな創造力によって自身が進化する

ことであると考えます。私はコロナ禍の２年間、これまでの修行と研究そして指導実践をま

とめ林流最新式稽古法と指導法を考究しました。紙面の関係で項目のみ紹介します。 

❶ 簡易なストレッチ運動 ⇨柔軟な関節の可動域を高める 

❷ 「長尺パイプ・シナイ」の考案 ⇨素振り用シナイ⇨「しなり」と「冴え」 

❸ 素振り ⇨振る素振り・打つ素振り(身体に収まる・剣先の加速) 

❹ 礼法と攻め合い稽古 ⇨「気」の集中・「気」を高め・「気」の持続 

❺ 頸部切り返し ⇨竹刀が「身体に収まる」切り返し⇨残心から技の発現 

❻ 切り返しの切り返し ⇨応じ技に展開できる技術 

❼ 基本技の稽古 1 ⇨剣先で正中線を攻めた打突 

❽ 基本技の稽古 2 ⇨剣先で様々な部位を攻めた打突 

❾ 「技」の稽古 ⇨押さえる・擦り込む・払う・張る・捲く・廻す・担ぐ 

❿ 「輪転打ち込み稽古」  

⇨鍔迫り合いができない事から、「技」を繋ぐ技法（打突後→後ろ姿を見せない） 

⓫ 応じ技の稽古 ⇨「懸り迎える」応じ技 

⓬ 面三本打ち込み（後に下がる）一回の切り返し（相手に後ろ姿を見せない） 

⓭ 「懸待一致」⇨「懸迎一致」⇨「相応一致」⇨「和心一致」の剣道 

  （50歳代）  （60歳代）  （70歳代）  （80歳代） 

 以上が林流最新式稽古・指導法です。この方法は、年齢に応じて対応でき、試合にも審査

にも有効です。さらに、人生百歳時代を考えた稽古法でもあります。 



  

  「第 69 回全日本剣道選手権大会出場にあたって」 

 

 

平成 21 年度卒業 静岡県 菊 池 竜 平 

  

  この度私の全日本剣道選手権大会への出場に際しまして、中京大学剣友会の皆様方に、 

多くの励ましのお言葉とご支援をいただきました。また、林邦夫先生、堀山健治先生を 

はじめとする多くの先生方、先輩、同期、後輩の皆様方のご指導あってのことと感謝し 

ております。ありがとうございます。 

  手に届きそうで届かずの十数回の挑戦でありましたが、昨年は、同郷の先輩であります 

二橋先輩の全日本選手権出場に勇気をいただき、今年こそはという想い、心を無にして予 

選に挑みました。令和３年 11 月３日、３年ぶりの日本武道館での開催となった本選では 

初戦敗退と力不足を痛感し、より一層剣の修行に励む良い機会となりました。 

  私自身、高校教員として剣道部の指導に携わっています。このような、皆様方の御縁で 

いただく数多くの経験を、言葉や竹刀を通して、子どもたちの心が寛容な強い“心”に育

つよう教育活動に懸けていけたらと思います。 

今後とも、中京大学剣道部ならびに剣友会の益々の発展を祈念し、乱筆乱文ではありま 

すが、御礼の挨拶とさせていただきます。 

 

                                          

 

先輩方のご活躍 

第 69回 全日本都道府県対抗剣道大会 

   

     栃木県 安良岡 修 先輩（大将） 

     静岡県 菊池 竜平 先輩（中堅） 

         二橋 光哉 先輩（副将） 

     愛知県 海野 祐介 先輩（五将） 

村瀬 直樹 先輩（中堅） 

     福岡県 蓮尾 孝幸 先輩（大将） 

 

 



令和３年度 インターハイ 剣道競技 出場校 

茨城県 塚本 浩一 先輩  守谷高等学校  

    群馬県 鈴木 仁史 先輩  高崎健康福祉大学高崎高等学校 

    新潟県 藤塚 肇  先輩  五泉高等学校 

    静岡県 飯田 汐  先輩  磐田西高等学校 

    愛知県 大参 智美 先輩  星城高等学校 

    高知県 平  知子 先輩  高知高等学校 

 

令和３年度 全国高等学校剣道選抜大会出場校 

    茨城県 塚本 浩一 先輩  守谷高等学校  

    群馬県 鈴木 仁史 先輩  高崎健康福祉大学高崎高等学校 

    新潟県 藤塚 肇  先輩  五泉高等学校 

    愛知県 大参 智美 先輩  星城高等学校 

    愛知県 鈴木由記子 先輩  愛知産業大学三河高等学校 

    静岡県 飯田 汐  先輩  磐田西高等学校 

    三重県 尾上 那智 先輩  三重高等学校 

                                          

＜年会費振込のお願い…＞ 

 2022 年度の年会費「５０００円」を未納の先輩方は 

下記口座までお振込みいただきますようご協力お願いいたします。 

 

   名古屋銀行 豊田浄水支店 店 番 号 ２４９ 

                普通口座 ３３７２８５４ 

                口座名義 中京大学剣友会 代表 堀山健治 

                                           

＜支部代表、事務局の先輩へ…＞ 

 支部を運営されています代表の先輩はお手数ですが名簿を事務局までご報告ください。 

 ℡・Mail 等で事務局 山﨑までご連絡いただければ、書式を添付 Mail にてお送りいた

します。 

                                           

＜剣友会総会報告…＞ 



 

　　　　令和3年の総会は新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、中止とさせていただきました。

　　　次第にあります報告事項、審議事項につきましては、令和3年12月25日に役員会を開催しお認

　　　め頂きました。会員の皆様方には、本誌面にてご報告させていただきます。

　

1 開会の辞

2 会長挨拶

3 議長選出

4 議題

＜報告事項＞

　　①　令和3年　事業報告

　　②　令和3年　一般会計報告

　　③　事業ならびに会計監査報告

　　④　令和2年度　剣聖旗会計報告　

　　⑤　令和3年度　剣道部活動結果報告　

＜審議事項＞

　　①　令和4年　事業計画案

　　②　令和4年　予算案

　　③　堀山先生ご退職記念祝賀会について

　　④　その他

5 閉会の辞

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み中止としました

新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み中止としました

祝　賀　会　次　第

総　会　次　第

剣　友　会　入　会　式

第40回　剣友会総会



 

＜報告事項＞

① 令和３年　剣友会事業報告

1 剣友会主催行事・事業

① 第39回　剣友会総会

② 新会員入会式 中止

③ 剣友会事業・剣聖旗全国選抜剣道大会開催 中止

④ 全国高等学校剣道選抜大会　出場校　激励 3月26～28日

⑤ 剣友会誌（尊聞行知）33号発行 4月1日

⑥ 東海学連ＯＢ大会　協賛 中止

⑦ 剣友会役員会・剣聖旗準備委員会 12月26日 10月2日

⑧ 稽古会　 毎週土曜日

2 剣道部後援事業

① 春季全員合宿 （愛知県・　　　　）

② 卒業生送別会 中止

③ 西日本学生剣道大会 中止

④ 全日本学生剣道選手権大会 12月4日

全日本女子学生剣道選手権大会 12月4日

⑤ 選手強化合宿（関東遠征　　　　　　　　　　　　　　） 中止

⑥ 全日本学生剣道優勝大会 10月24日

⑦ 全日本女子学生剣道優勝大会 11月14日

―１―

中止

4/1HPにて報告



 

②　令和３年　一般会計報告

１） 収入の部

摘要 予算案 金額 備考

1 前年繰越金 1,404,498 1,404,498

2 年会費 250,000 785,000 157名分

3 支部会費 200,000 110,000 茨城・佐賀・静岡

4 新会員入会費・年会費 140,000 140,000 R2年度卒業生     14 名分

5 雑収入 0 0

6 利息 10 13 銀行利息

7 寄付 0 0

合計 1,714,650 2,439,511

２） 支出の部

摘要 予算案 金額 備考

1 会議費

総会費 0 0 中止

剣友会役員会・剣聖旗準備委員会 50,000 30,000 12月25日

2 事業費

① 剣友会主催行事・事業

剣聖旗大会 50,000 0 中止

新会員入会式 50,000 0 中止

剣友会誌発行 10,000 10,000 4月1日

東海学連ＯＢ大会　協賛金・登録費 25,000 0 中止

稽古会 10,000 0

② 剣道部後援事業

春季合宿 100,000 0 中止

卒業生送別会 100,000 0 中止

西日本大会 50,000 0 中止

全日本学生・女子学生選手権 50,000 50,000 12月4日

選手強化合宿 50,000 0 中止

全日本学生優勝大会 50,000 50,000 10月24日

全日本女子学生優勝大会 50,000 50,000 11月14日

3 慶弔費 100,000 0

4 通信費 200,000 2,745 役員会等案内

79,430

69,636

5 事務費 100,000 12,884 事務用品等

6 全国高校剣道選抜大会激励費 40,000 25,000 ＯＢ選抜出場校激励費（5校）

7 予備費 529,650 0

8 事務局費 100,000 100,000

合計 1,714,650 479,695

収支合計 1,959,816 令和4年会計へ繰越

上記のとおり、令和3年中京大学剣友会会計の決算報告をいたします

         令和　3　年　１２　月　１9　日　　　　会計　　　　山　﨑　嘉　一

監査の結果、正確であったことを認めます

         令和　3　年　１２　月　20　日        監事　　　　下　村　直　樹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　原　　た　ま　み

―２―

令和2年　総会中止案内発送分（振込手数料込）

令和３（2021）年1月1日～同年12月31日

令和3年　総会中止案内発送分



 

審議事項

① 令和４年　　事業計画案

　　　剣友会行事・事業

1 第４０回剣友会総会 中止

2 祝賀会 中止

3 新会員入会式 　　中止（記念品のみ贈呈）

4 剣聖旗全国選抜剣道大会 2月11,12,13日

5 全国高校剣道選抜大会　出場校激励 3月26～28日

6 剣友会誌34号発行 4月1日

7 東海学連OB大会　協賛 12月

8 稽古会 毎週土曜日

9 剣友会役員会・剣聖旗準備委員会 年各１回

　　　剣道部後援事業

1 春季合宿 中止

2 卒業生送別会 中止

3 西日本大会 5月

4 全日本学生・女子学生選手権大会 7月

5 選手強化合宿 8月

6 全日本学生優勝大会 10月

7 全日本女子学生優勝大会 11月

8 その他剣道部にかかわる行事

―３―



 

②　令和4年　予算案

１） 収入の部

摘要 金額 備考

1 前年度繰越金 1,959,816

2 年会費 250,000 50名分

3 支部会費 200,000 茨城、佐賀、静岡、近畿、北海道

4 新会員入会費・年会費 150,000 令和3年度卒業生　15人分

5 雑収入 0

6 利息 10 銀行利息

7 寄付 0

合計 2,559,826

２） 支出の部

摘要 予算案 備考

1 会議費

総会費 0 中止

役員会費・剣聖旗準備委員会 50,000 10月 12月

2 事業費

① 剣友会主催行事・事業

剣聖旗大会 50,000 中止

新会員入会式 50,000 中止（記念品のみ贈呈）

剣友会HP維持管理費 20,000 4月1日 （剣友会誌発行等）

東海学連OB大会協賛金・登録費 25,000 12月

稽古会 10,000

② 剣道部後援事業

春季合宿 100,000 2月

卒業生送別会 100,000 3月

西日本大会 50,000 5月

全日本学生・女子学生選手権 50,000 7月

選手強化合宿 50,000 8月

全日本学生優勝大会 50,000 10月

全日本女子学生優勝大会 50,000 11月

3 慶弔費 100,000

4 通信費 200,000

5 事務費 100,000

6 全国高校剣道選抜大会激励費 40,000 OB指導校選抜出場激励費

7 予備費 1,364,826

8 事務局費 100,000 事務局手当

合計 2,559,826

収支合計 0

―４―

令和4（2022）年1月1日～同年12月31日

会計　　山﨑　嘉一



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年　剣友会新会員

氏名 役職 出身校 進路先

1 山口　宗大 主将 久御山

2 南條　伶衣 副主将 磐田東

3 飯田　宗一郎 主務 磐田西

4 藤井　健介 中京学院大中京

5 橋本　爾人 桜丘

6 竹中　悠人 大垣北

7 細野　周吾 三重

8 中西　海翔 大同大大同

9 及川　達貴 札幌日大

10 大賀　友幸 小倉

11 大竹　捷介 吉原

12 高津　百香 常滑

13 村﨑　理奈 久御山

14 高山　藍 浜名

15 藤原　優里 加古川西



 

2021年度　中京大学剣道部活動報告（試合戦績）

第53回東海女子学生剣道選手権大会

2021年9月12日　豊田市武道館

3位　藤川みなみ（3年）

ベスト8　高山　藍（4年）・大久保薫（3年）

敗者選　新美まお（3年）

以上、4名　第55回全日本女子学生選手権出場

第68回東海学生剣道選手権

2021年10月2日　中村スポーツセンター

3位　鎌浦光作（3年）

ベスト8　大橋正登（2年）

敗者選　南条伶衣（4年）・村﨑凌平（1年）

以上、4名　第69回全日本学生選手権出場

第68回東海学生剣道優勝大会

2021年9月23日　トヨタスカイホール

優勝　山口宗大（4年）・南条伶衣（4年）・藤井健介（4年）・鎌浦光作（3年）・菱田和輝（3年）

　　　　藤島稜明（3年）・村﨑凌平（2年）・倉石隼輔（2年）・尾上周翼（1年）

以上　第69回全日本剣道優勝大会出場

第44回東海女子学生剣道優勝大会

2021年9月25日　枇杷島スポーツセンター

2位　高津百合（4年）・村﨑理奈（4年）・高山藍（4年）・大久保薫（3年）・新美まお（3年）

　　　市川結里花（2年）・竹下思美（1年）

以上、全日本女子学生優勝大会出場

第69回全日本学生剣道優勝大会

2021年10月24日　大阪エディオンアリーナ

2回戦敗退　山口宗大（4年）・南条伶衣（4年）・藤井健介（4年）・鎌浦光作（3年）・菱田和輝（3年）

　　　　　　藤島稜明（3年）・村﨑凌平（2年）・倉石隼輔（2年）・尾上周翼（1年）

第40回全日本女子学生剣道優勝大会

2021年11月14日　春日井市総合体育館

ベスト16　高津百合（4年）・村﨑理奈（4年）・高山藍（4年）・大久保薫（3年）・新美まお（3年）　

　　　　　市川結里花（2年）・竹下思美（1年）

第64回東海学生剣道新人選手権

2021年11月23日　OKBぎふ清流アリーナ

1年の部　3位　尾上周翼　　

2年の部　3位　石原応記　

　　ベスト8　 倉石隼輔・細野智陽　　　

第64回東海女子学生剣道新人選手権

2021年11月23日　OKBぎふ清流アリーナ

1年の部　3位　竹下思美

　　ベスト8　朴木涼香　　

第69回全日本学生剣道選手権大会

202112月4日　墨田区総合体育館

出場選手：鎌浦光作（3年）・大橋正登（2年）・南条伶衣（4年）・村﨑凌平（1年）

第55回全日本女子学生剣道選手権

202112月4日　墨田区総合体育館

3位　大久保薫（3年）

出場選手：藤川みなみ（3年）・　高山　藍（4年）・大久保薫（3年）・新美まお（3年）


