
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

種 目 別 出 場 者 名 簿 
 
 

 

 

名古屋なるこ道院拳友会 龍華班 
 

出場種目   氏   名   資格 学年 

組演武 

中学生有段の部  

  阪 野   要   二段 中 3 

 

  鈴 木  英 斗   二段 中３ 

団体演武 

中学生の部 

 名 倉  大 稀  初段 中 2 

 永 田  瑛 士  初段 中 1 

 德 田  琉 生  初段 中 1 

 所   直 希  １級 中 2 

 河 合  好 香  初段 中 2 

 植 本  莉 奈  初段 中 2 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋なるこ道院拳友会 龍華班 



指導者の部 

 

 

 

 

「龍華班復活！2019 錬成大会」 

  道院長 佐久間 未来 

 

名古屋なるこ道院が錬成大会へ最後に出場してから１３年。止まっていた時

計の針が再び動き始めました。そして同時に龍華班の熱く暑い夏のドラマが幕

を開けました。 

夏と言えば錬成大会！錬成大会と言えば日本武道館！日本武道館と言えば武

道の聖地！高校野球で言えば甲子園！高校サッカーで言えば国立競技場！高校

バレーで言えば代々木体育館！高校ラグビーで言えば花園ラグビー場！そんな

貴重な場所で演武が出来る夢舞台！錬成大会はオープン参加ではありますが、

北は北海道、南は九州まで全国各地から小中学生拳士が集結する全国大会で

す！この錬成大会は私の小中学生時代の青春の一つでした。その青春への思い

は大人になった今でも変わりません。大先生から名古屋なるこ道院道院長を引

き継ぎ一番やりたかったこと、それが錬成大会への参加出場。この錬成大会を

通じて、子ども達には集団行動の大切さ、厳しい練習でも乗り越える強い心、

仲間との絆、やる時はやる！楽しむときは思いっきり楽しむ！という時間の使

い方など様々なことを学んでもらいたいと思っています。かつて私が錬成大会

を通じて学んできたものを、子ども達にも共感してもらい成長してもらいたい

と。 

そんな思いを胸に出発当日、龍華班メンバーの眠たそうな顔を見ながら出発

前の持ち物確認をすれば・・・。ゼッケンが無い！大先生が自宅までダッシュ

するトラブルがありドタバタの出発となりましたがそれもまた一興、道中子ど

も達は初めて見る大都会東京のアスファルトジャングルにワイワイガヤガヤと

目をキラキラ輝かせ、ドームシティでは悲鳴と笑い声の賑やかな旅路となりま

した。楽しい時間はここまで、夜は一転気を引き締めて明日の錬成大会モード

へ！ 

大会当日も眠たそうな顔で朝食をとっていた子ども達も、武道館に到着する

と表情が引き締まり緊張感が出てきました。錬成大会に向けた練習の中、組演

武はなかなかキレのある動きが出せない、頭の中のイメージが体現できず悩み

試行錯誤を繰り返し練習し、団体演武は個々の癖を直すよう意識すると全体と

動きが揃わず、全員で話し合い常にどこを修正するか確認してきました。東海

大会で悔しい思いをした龍華班は１分３０秒から２分のために全力を注ぎ、何

度も怒られながら歯を食いしばり懸命に練習してきました。コートの前に立っ

た子ども達の表情は、程よい緊張感から引き締まった顔で真直ぐにコートを見

据えた瞳から自信が感じられました。合掌礼から始まり構えた瞬間の気合は３



階席まで届き、鳥肌が立ったことを今でも思い出します！一構成一構成が終わ

り残心をとるたびに『良しッ！OK！良いぞ！』心の中でガッツポーズが続く、

少しでもパワーが届けと握った手にじわっと汗がにじみます。息をするのも忘

れあっという間２分間が終了。組演武も団体演武も確かな手ごたえを感じ、審

判員の点数を確認８５、８６、８５・・・。見事目標としたメダル獲得の２５

５点を突破！舞先生とハイタッチ！喜びと安堵の高揚感は何とも表現し難く例

えようのないものです！座席に戻ってきた子ども達の満面の笑顔！一人一人固

く握手を交わし最高の夏の思い出をもらうことができました！ありがとう！ 

道院長として初めての錬成大会を終えて、事務手続きや宿泊場所の確保など、

出場拳士で参加した時や幹部として引率し錬成に参加した時に比べ様々な事前

準備を手探りで行い、改めて大先生の大変さと情熱を実感することができまし

た。苦手な事務手続きなど大変な思いをしてでも、また子ども達と錬成大会へ

参加したいと思える感動と喜びがある錬成大会！ 

来年は東京オリンピックの関係で錬成大会は一休みとなりますが、しっかり

と２年間エネルギーを充電し、次に日本武道館へ来るときは中学生だけではな

く、小学生も一緒に！バスをチャーターし熱い！熱い！少林寺拳法の夏をみん

なで迎えたいと思います！保護者の皆さん、子ども達の一生懸命な姿、ほとば

しる汗、キラキラ光る笑顔を是非間近で！現地で！道中で共に感じましょう！ 

龍華班のみんなはこの錬成大会を経験し感じた、目標に向けて常にベストに

向う努力と向上心、目標を達成した喜び、仲間との絆、団体行動の大変さ忘れ

ず日々の練習にこれからも邁進し、錬成大会の思い出を後輩たちへ伝え大きく

成長して行って下さい！錬成大会は新たな目標への出発点！To the next 

try！ 

 

 

 

 

「錬 成 大 会」 

     副道院長 佐久間 舞  

 

 私が子どもの頃に経験したように、日本武道館で演武をやる楽しさ、偉大さ

を経験して欲しい。そして、これから後輩の上に立つ立場になっていく中学生

に、少林寺拳法の技術以外の事も学んで欲しい、そう思いながら今回の錬成大

会に参加しました。出発時、眠たそうな表情の中にワクワクした様子が見え隠

れするみんなを見て、懐かしい気持ちになりました。 

 ひと騒動あって出発をした錬成大会。道中のサービスエリア、ドームシティ、

ホテルなど、行く先々で目を輝かせる子ども達。十分に楽しんでいるんだなと

いう事を感じました。 

 本番当日。私にとって久しぶりの日本武道館。子ども達にとっては初めての

日本武道館。自分は見守る立場ですが、緊張と楽しみな気持ちでいっぱいでし



た。「今まで精一杯練習してきたんだから、悔いのないように演武をして欲し

い。」「結果はどうであれ、気持ち良く演武をして欲しい」と思い、アリーナに

送り出しました。緊張した表情の中にも、「やってやるぞ！」という気持ちが表

れているように見られ、それぞれが日本武道館、そして、全国大会という雰囲

気を楽しんでいるようにも見られました。 

 中学生組演武では、演武の構成から悩み、試行錯誤しながら演武を組んでい

ました。練習では自分達の癖がなかなか直らなかったり、作った構成が上手く

動けずに悩んでいる姿を見てきました。心配も多くありましたが、コートで名

前を呼ばれ、大きな返事をして演武を始める姿は、とても堂々としているよう

に見えました。点数が出て、驚きと嬉しさで思わず未来先生とハイタッチ！二

人が努力してきた事が報われたなと感じました。 

 中学生団体は、個人での演武の向上はもちろんですが、六人全員がぴったり

息が合わなくてはいけない、そこに苦戦していました。それぞれが色んな葛藤

があった様ですが、練習をしている姿、話し合いをしている姿に日に日に成長

を感じていました。コートに入り、演武が始まると、練習までの六人とはまる

で違い、六人が同じ気持ちで、同じ方向を向いて演武をしているのが伝わって

きました。東海大会でのリベンジを果たし、満足そうな表情で帰ってきたみん

なを見て、ほっとした気持ちになりました。 

 たった二分間の為にたくさんの時間をかけて必死に練習する。この練習と本

番での経験がとても大きな成長に結び付きます。八人は今回、この錬成大会を

通してひと回りもふた回りも大きく成長したと思います。上手くいかなくて嫌

になった事、練習に行きたくないなと思った事などあると思います。しかし、

努力をすれば、その分得られる物もたくさんある。今回の錬成大会で経験した

事を生かし、今後の自分の修練、そして後輩の指導に生かしていってくれたら

なと思います。今年、出場した八人が「僕が初めて錬成大会に出た時はね...」

と後輩に語る日が来るのを楽しみに私も修練に励みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

「東海大会から錬成大会へ」 

 鈴木英斗 (中学３年 有段組演武)  

 

僕たちの東海大会のとき、とても悔しい思いをした。それは、細かい技術の

練習があまりできなかったからだ。だけど、ものすごい気合がだせたお陰で予

選を突破することができた。しかし、本選では技の細かい箇所が目立ち、良い

結果を残せなかった。なので、錬成大会で気合いはもちろんのこと、技の細か

い箇所、そして僕たちが一番できていない技のメリハリをきちんとつけられる

ようにと、新しい目標をたて、練習に取り組んだ。 

 しかし、二人とも、金曜日に塾があり、その分練習ができなかったが、二人

ともあいている木曜日と時々いける、土曜日に平手道院に顔をだし練習をさせ

てもらった。なるこ道院では、大先生、未来先生、舞先生、木場先生、母さん

先生に、平手道院では、麦仁先生、浦山先生、勝木先生など、多くの先生方に、

教えてもらいました。特に木場先生には、毎週火曜日に、僕たちに付きっぱな

しで教えてくれただけでなく、技の構成を作ってくれました。本当に木場先生

には感謝の言葉しかありません。また、未来先生や、舞先生、大先生には、六

構成すべて、通した時の乱れや、ズレ、かたちなどの細かい注意をしてくれま

した。そのお陰で、僕たちは、日本武道館で気持ちの良い演武をすることがで

きた。また、道中や東京ドームシティホテルなどで良い思い出をつくることが

できた。これは、中学校三年生での一つの区切りとして、高校生になっても少

林寺拳法の拳士として、一人の人として良い思い出を作っていきたいです。 

 最後に、僕たちが、錬成大会でメダルを取れたのは、家族や、先生方、道院

の人たちの支えがあったからです。なので、みんなに恩返しができるように、

立派な大人になりたいです。本当にみなさん「ありがとうございました」 

 

 

 

「僕の錬成大会」 

阪野 要 (中学３年 有段組演武) 

 

 ぼくは中学三年生で初めて錬成大会に出場しました。修練は二段の試験の準

備も重なりどこか中途半端になっていたとこがありました。ですが、試験の日

程を９月にずらし、大会が終わってからきりかえて試験に臨むことを決め、も

う一度気合をいれて修練しはじめました。 

 そして名古屋を出発し、東京へむかいました。一日めはバスの中で仲間と話

中学生有段 組演武の部  



したり、東京ドームシティで遊んだり、とても楽しかったです。でもホテルで

の夜ごはん。未来先生からの言葉でみんな気が引きしめられました。 

 大会当日、ぼくは少し不安でした。「自分の力が出しきれるだろうか」「本番

転ばないだろうか」こんなことが頭をよぎりました。ですが、武道館にはいり、

体を動かしたり、演武を練習したりするうちに、英斗とコートを見て「なんか

ワクワクするね」と話すようにまでなっていました。気がほぐれたおかげか、

それとも玉ねぎのおかげか、今までで一番の演武ができました。 

 大会の結果はコートの中で二位でした。一位の人たちとはとても点差がひら

いていてくやしかったです。でも、一位の人たちの演武を見ていると自分達が

言われていることを見て実感できたのでとても楽しかったです。 

 この経験を活かしてもっとたくさん良い修練をして、いつかは大会で一番を

とります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「錬成大会を終えて」 

名倉 大稀 (中学２年 有段団体演武) 

 

８月３日鎌成大会当日、僕は一回も行ったことのない「日本武道館」で演武を

するなんて夢にもありませんでした。今まで、全国大会にも出たけど、未来先

生が絵で書いて見してもらうと、自分が想像していた広さより倍以上に出かく

てビックリした。実際に、行ってみて「日本武道館」で自分が、この場所で演

武をすることに僕は、感動しました。帰ってきたら、みんなに自慢してやろう

と思った。自分は、名古屋なるこ道院の代表として誇りを持ちました。また龍

化班としても誇りを持ち、今まで育ててくれた家族に感謝したいです。今まで

やってきた練習を活かして、今まで先生達に教えてもらったことを全部思い出

して、ちゃんと対裁きが出来てるか、そこまで細かく動いて、東海大会で負け

た太子や豊明西スポーツ少年団にかってみくだしてやろうと思いました。太子

の得点は、２５８点でした。僕はそれを見てドクッとしました。僕は、みんあ

んい「太子」にまけても大丈夫！おれたちは、今までやった練習よりもっとう

まいんだからとみんなを励ましました。当々僕達のでばん。僕の心に火がつき

ました。まるで太陽のように、燃えていました。一個目の龍王挙は、先生に言

中学生団体演武の部 



われた通り、付いたら引く、キレを出すなど、注意しました。２形は、同時う

けを意識しました。３形は、上受投の時の足の運びかたを注意しました。５形

は、相手の蹴と同時に、相手に蹴ることを意識しました。６形は、突き引き、

蹴りの時に伸びない、終わった後は、しっかりと止まる。そこを注意しました。

総合点は２５９点と、太子と、豊明よりも高かったです。それを見たみんなは、

喜んでいました。これは今まで先生たちが、一生懸命教えてくれたからだと思

っています。次は、全国大会でまた会うと思うけど、その時は、相手も本気だ

と思うのでまた一緒にやりたいです。また高校生になってもまた日本武道館に

来て大きな場所でやる事が今度の目標です。 

 

 

 

「東京感動物語」 

 永田 瑛士 (中学１年 有段団体演武) 

 

僕は、初めて東京に行きました。５時間かけて東京に着き、ドームシティ―

までの行く間に、日本武道館のたまねぎの部分が見えて、次の日に行くのが楽

しみになりました。 

ドームシティ―につくと、最初に観覧車に乗りました。頂上まで行くと、ビ

ルいっぱいの街を一望できて、すごくキレイでした。次は、今回最も怖くて、

楽しかったのが、おばけ屋敷です。そしてお化け屋敷に入って一緒のメンバー

だったのが、要・なおき・僕。全員が怖がりなので、みんなが先頭をゆずり合

いながら進みました。みんな半分泣きそうな表情がすごくおもしろかったです。

おばけもリアルで怖かったけど楽しかったです。 

 １日目の夜ご飯の時、未来先生に「瑛士が龍王拳の時にキレを出せば９点

がとれる」と言われたのがプレッシャーになりました。 

次の日は、朝から緊張して、昨日とは違う気持ちでした。日本武道館の中に

入ると今までの愛知県大会・東海大会の会場とは違って何倍も緊張しました。

下の方へ行くと、観客席から下を見る時とは違う雰囲気でした。コートに入る

まで待っている時に、緊張からワクワクとした気持ちに

変わっていました。コートに入って、今までやってきた

ことを全力でやりました。僕は、今までの中で１番キレ

イにそろったと思いました。演武が終わって審判の点数

が全員８５点以上だったので、すごく興奮しました。メ

ダルを持った時の嬉しさは今までの中で１番でした。そ

してメダルをもらった時の他に、東海大会の上位の全チ

ームに勝ったのもものすごく感激しました。 

未来先生・舞先生に今まで教えてもらったり、東京ま

で連れて行って下さって本当にありがとうございまし

た。今回の経験を生かして２年五の錬成大会にもう１度行きたいと思います。



１１月の全国大会に向けてご指導お願いします。 

 

 

「錬成大会」 

 德田 琉生 (中学１年 有段団体演武) 

 

 錬成大会に行って、まず朝保護者のお母さちに「行ってきます！」とあいさ

つをしてからバスに乗って出発しました。サービスエリアなどでみんなでお買

い物をしたりご飯を食べたりしました。バスで県が変わるごとにみんな「ワァ

ー」と盛り上がったりしました。東京につき、みんな見たこともない風景にみ

んなビックリしていました。東京につくとまず東京ドームシティーに行きまし

た。東京ドームシティ―ではたくさんの乗り物に乗りました。その夜にはホテ

ルに行き、荷物をホテルの部屋においたらフロワに行き夜ごはんのハンバーグ

を食べました！おいしかったです。ごはんをたべた後みんなで東京をさん歩し

ました。目的地はおすもうさんの道場でした。そしてホテルに帰り一人ずつお

ふろに入ってゲームをしました。寝るときには、初めての東京だったので興奮

して早く寝むれなかったです。 

 大会当日となりドキドキとワクワクしました。自分たちの番がくるまえにか

なめとひでとがえんぶしてみごとメダルを取っていました。団体もメダルを取

るために会場の先にあるタマネギみたいなものに向けて手をあげました。そし

て演武のときとなり、いままで、練習してきた、東海大会よりもいい、一番迫

力のある演武ができて東海大会で負けてしまった太子道院に錬成大会で勝つこ

とができとてもうれしかったです！メダルをもらい写真撮影になり、宗由貴さ

んと写真をとりたくさん写真をとって帰りました。帰りには錬成大会の帰りの

行事と言われている、カレーを食べて帰りました。帰りに花火を見ることもで

きたし、未来先生から始まるっていうゲームもやって車内は、もりあがって、

楽しい雰囲気になって、遊び終わるとみんな疲れたのか爆睡していてきずいた

ら自分も寝ていました。まい先生は、自分の道衣の「愛知」を縫ってくれて、

たくさん迷惑をかけてしまいました。未来先生は運転お疲れさまでした。錬成

大会に、連れてってくれてありがとうございました。 

 

 

 

「錬成大会を終えて」 

 河合 好香 (中学２年 有段団体演武) 

 

 私は八月三日に錬成大会に参加してきました。 

 大会前の最後の練習では未来先生から良い点数をもらえなかったので不安な

気持ちでいっぱいでした。 

 さらに私は、本番になるとあせりやすくて頭が真っ白になりやすいので不安



でした。 

 他のメンバーも早くなったり、あせったり合わせるのにせいいっぱいだった

りするので上手にできるか心配でした。 

 でも、大先生からのドロップやたまねぎのパワーのおかげで良い結果が出て、

未来先生からも良い点数をもらうことができました。 

 一構成目と六構成目はそろっていて、気合いもみんなで合わせることができ

ました。 

 私も、あせらずにできて、頭が真っ白になることもありませんでした。 

 さらに、私の苦手だった三構成目の横転より起き上りをみんなに合わせるこ

とができました。 

 よく遅れていたので合わせることができてすごく嬉しかったです。 

 ですが、失敗したところもありました。 

 二構成目の最後がずれてしまったり、四構成目のかけるところが遅くなって

しまったり、五構成目が終わり、移動するときに体勢を崩してしまい少しうご

いてしまったりしたので残念でした。 

 まだまだ直すところがまだまだたくさんあるので、きちんと直していこうと

思います。 

 私は今回が最初で最後の錬成大会になりました。 

 未来先生が言っていたように全国大会と違うので緊張しましました。 

 でも、すごく良い経験になったと思います。 

 東海大会で負けてしまった団体にリベンジすることもできました。 

 全国大会ではまた負けて悔しい思いをしないために今回の大会で失敗したと

ころや苦手だと思ったところを直していきたいです。 

 

 

 

「錬成大会の成長や課題」 

 植本 莉奈 (中学２年 有段団体演武) 

 

 私は錬成大会において、団体演武の成長をとても感じられました。 

 六月に出場した東海大会では、五組中四番目で、ギリギリ愛知県代表として、

十一月に行なわれる全国大会の出場が決まりました。この時、出場権を得られ

たことは嬉しかったですが、その反面、このまま全国大会に出場しても、上が

いて昨年と同じように、本選に出られないのではないか、と思いまずは、錬成

大会でメダルをとるということを目標とし、頑張りました。 

 構成や単演などの大きな変更はありませんでしたが、細かいミスが多かった

ので、そこを直すのがとても大変で、中で構えは元々の癖だったりしたので、

すごくみんな苦労しました。また練習の中では、激しい言い合いをして、全体

の雰囲気が険悪になってしまったり…演武以外の苦労もたくさんありました。

しかし、そんな小さな心のぶつかり合いを通したからこそそれぞの息が合って



きたのかな、と思います。 

 そして本番が近付いていくにつれ、自分含む団体メンバーの緊張も高まって

いきました。 

 そして、いよいよ本番になりました。これほど大きな所で演武をするのは初

めてだったので、周りの空気に押しつぶされそうになりながらも、大きな気合

いを出し、堂々とした演武をすることができました。さらに、二五九点をとる

ことができ、メダルを得ること、愛知県一位になること、小さな目標から大き

な目標まで達成できました。私たち自身も、先生や家族、他の拳士の子が喜ん

でくれている姿を見て達成感を感じ、期待に応えられてよかった、と思いまし

た。 

 一方で、今回の錬成大会を通して、課題を見つけることもできました。もう

少し大きな気合いを出す、動きに遅れないようにする、など。これからの課題

は、まだまだ伸びしろがあるということを教えてくれたと思います。なので次

の全国大会に向けて、この課題をクリアし、もっともっと良い演武ができるよ

うに今の何倍も、何十倍も、何百倍も努力をし、誇れる団体になりたいです。 

 あと約三ヶ月間、全力で頑張ります。 

 

 

 

「錬成大会の思い出」 

 所 直希 (中学２年 有段団体演武) 

 

 まず一日目は最初長根台コミセンの前に集まって、レンタカーに乗って出発

しました。それから東京まで行き、まず驚いたのは自分が住んでいる所とは違

い、高いビルがたくさんあったことです。全然雰囲気が違い、東京に来たとい

う感じがしました。そこから東京ドームシティに行き、いろいろなアトラクシ

ョンを楽しみました。お化け屋敷は、初めて行ってとても怖かったです。ジェ

ットコースターは最初は怖かったですが、やってみたら楽しかったです。そし

て両国第一ホテルというところに泊まりました。とても豪華なホテルで部屋の

中にある扉から隣の部屋にすぐ行けたり、スマホが置いてあったりしました。

ホテルで夜ごはんを食べて、そこから外に散歩に行ったりしてから寝ました。 

 二日目はるいのアラームのおかげで五時に起きれました。その後朝食をとる

ため下の階に行きました。そこはバイキングで僕はいつもの朝よりたくさん食

べれました。だけどスクランブルエッグとオムレツがきつかったです。食べ終

わり、ホテルを出て日本武道館に行きました。玉ねぎが見れなかったのは少し

残念でしたが、とてもわくわくしました。お母さんが応援に来てくれたのも嬉

しかったです。中に入っていつもと違う雰囲気がありました。開会式をしてか

ら練習をして、いよいよ本番が近づいてきたとき、毎回本番で自分だけ早くな

ってしまい、今回もそうなってしまうかもしれないと不安があり、緊張もとて

もしました。しかし、玉ねぎパワーのおかげで息のそろったいままでで一番の



演武ができました。メダルをもらったときは達成感があって嬉しかったです。

それから閉会式を終えて気持ち良く大会を終えることができました。そこから

レンタカーに乗って東京を出て途中サービスエリアでカレーを食べて、無事長

根台コミセンにつきました。楽しく一生の思い出の一泊二日の錬成大会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この文集は、出場拳士の熱い想い出の言葉が込められています。 

誤字脱字等、原文のまま掲載させていただきました。 
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