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11st JKP Classic

道場選抜 2015
篠﨑優菜さんが快挙！
初出場で３位に入賞！

全国大会出場へ
窪田悠介さん
橋本夢絵さん、岩崎芽依さん

http://www.jkp.or.jp/

第 11回 JKPクラシック
日時／ 2014 年 12 月 21 日
会場／和光市総合体育館（埼玉県）
主催／ NPO 法人日本空手機構
協賛／株式会社強者、株式会社守礼堂

２年連続の最優秀選手に選ばれた、神鷹龍宝選手
（コナミスポーツクラブ二子玉川）

第11回 JKPクラシック

大会レベルアップ！
新たなステージへ
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11st JKP Classic
2014 年 12 月 21 日、埼玉県の和光市総合体育館において、第 11 回 JKP
クラシックが開催された。毎年年末に行なわれる JKP の大イベントであ
る JKP クラシック。この大会を経て、空手道の楽しみを味わい、ますま
すの上達のきっかけとする選手が多い。
今年は昨年を上回る基本・形・組手の 43 もの種目が実施され、例年にも
増して大盛況となった。
■ JKP の大イベント
選手の成長とともに、大会のレベルがアップ
毎年年末に行なわれ、多くの参加選手が１年の
練習の成果を発揮する場として参加する本大会。
年々参加者が増えており、選手や応援の方々で会
場が溢れ返ります。
開会式では、冒頭に株式会社強者 会長 国分利

多くの選手と応援の方々がかけつけ、１年の成果を発揮しまし
た。

人が挨拶しました。国分会長が「おはようござい
ます」と言うと、参加者たちの「おはようござい
ます！」の大きな声が会場にこだまし、一気に大
会の火ぶたか切って落とされました。
また選手宣誓では、昨年の最優秀選手賞を獲得
した神鷹龍宝選手が「正々堂々と競技することを
誓います」と力強く宣誓し、会場中から大きな拍

大会は５コートで行なわれ、会場は多くの人で賑わいました。

手がわき起こりました。
年齢や帯色ごとに細かく種目分けをし、今年は
基本・形・組手の 43 種目を実施。昨年よりも６
種目も増えました。多くの選手がこの大会を上達
のきっかけにし、特に近年は上級者の部門により
多くの選手がエントリーするようになりました。
選手の皆さんの頑張りによって、大会のレベルが
上がってきているのをひしひしと感じます。
午前中は、幼児から小学生低学年の基本・形種
目が中心。試合に出るのが初めてという選手も多
く、持てる力を出し切ろうと一生懸命な様子が見

今大会は、関東地区の選手に
選手宣誓を務めた神鷹龍宝選 加え、静岡県からも選手が参
手。力強い宣誓をし、大会の 加。写真はルネサンス沼津の
開始を盛り上げた。
吉田俊介選手。
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▶小学１～２年生 11 級～
９級基本の部と、同形の部
の２種目で優勝した倉品ほ
のか選手（ダンロップスポー
ツクラブ茅ヶ崎）
。

ダンロップスポーツクラブ

D S C 茅ヶ崎が
11 代目の最優秀店舗に！
て取れました。
午後に入ると、黒帯の選手、小学生高学年から

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎は、倉品ほの
か選手が基本・形の２種目で優勝したのをはじめ、

中学生、高校生といった上級者が登場。形・組手

25 の入賞がありました。最優秀店舗の発表を受け

ともに一気に競技のレベルがアップし、見応えの

ると、ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎の皆さん

ある対戦が続きました。

が教室の友達同士とハイタッチをするなどして喜
びました。その仲の良さが光ります。

■最優秀店舗は DSC 茅ヶ崎
最優秀選手に２年連続で神鷹龍宝選手

また最優秀選手には、中学３年生の神鷹龍宝選
手（コナミスポーツクラブ二子玉川）が２年連続
で受賞。形・組手の２種目制覇が評価されました。

毎年注目される最優秀店舗には、今年はダンロ

４月から高校生になる神鷹選手、
「今まで教えて

ップスポーツクラブ茅ヶ崎が輝きました。２位に

くれた空手の先生、両親に感謝です。高校生にな

はダンロップスポーツクラブ南古谷、３位にはダ

ってもいろんな大会に出て、来年の JKP クラシッ

ンロップスポーツクラブ藤沢が入りました。

クでも優勝したいです」と語ってくれました。

11st JKP Classic
4

11st JKP Classic
優勝者
一覧
幼児～小学１年生無級～12級基本
浅羽陽斗

小学３年生以上無級～12級基本
宮原葵

幼児 11級～９級基本
輿水健太

小学１～２年生11級～９級基本
倉品ほのか

小学３年生以上 11級～９級基本
藍原つくし

幼児～小学１年生８級～７級基本
齊藤衛

小学２年生８級～７級基本
横山敦之

小学３年生以上８級～７級基本
富澤和也

小学１～２年生６級～５級基本
佐藤陽光

小学３年生６級～５級基本
堀江りな

小学４年生以上６級～５級基本
壷井慎ノ介

幼児～小学１年生無級～12級形
浅羽陽斗

小学３年生以上無級～12級形
宮原葵

幼児１１級～９級形
菊池元

小学１～２年生11級～９級形
倉品ほのか

小学３年生以上11級～９級形
藍原つくし

幼児～小学１年生８級～７級形
才川稜央

小学２年生８級～７級形
荒堀亮成

小学３年生以上８級～７級形
金城やすゆき

小学１～２年生６級～５級形
高原煌世

小学３年生６級～５級形
篠﨑優菜

小学４年生以上６級～５級形
浅岡脩磨

小学３年生以下４級～３級形
倉品こころ
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小学４年生以上４級～３級形
荒堀陽香

小学４年生以下２級～１級形
木下恕維

小学５～６年生２級～１級形
鈴木源太

小学生男子有段形
木下雄大

小学生女子有段形
川口美桜

中学生男女４級～１級形
河野拓斗

中学生以上男子有段形
神鷹龍宝

中学生以上女子有段形
荒木美栞

小学２年生以下男女組手
荒木美琴

小学３年生男子組手
村田虎太朗

小学４年生男子組手
星野友岐

小学５年生男子組手
氏家一真

小学６年生男子組手
牛窪大紀

小学３～４年生女子組手
村田みこと

小学５～６年生女子組手
川口美桜

中学１年生男子組手
酒井風雅

中学２～３年生男子組手
神鷹龍宝

中学生女子組手
荒木美栞

高校生男子組手
藤本卓也

高校生女子組手
神鷹さくら
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入賞者一覧

小学１～２年生 11級～９級基本

幼児～小学１年生無級～ 12級基本

小学３年生以上無級～ 12級基本

幼児 11級～９級基本

［優勝］浅羽陽斗（メガロス神奈川）
［準 ［優勝］宮原葵（メガロス神奈川）［準 ［優勝］輿水健太（メガロス武蔵小金
優勝］竹脇一龍（ナイススポーツ東京） 優勝］杉田喜都（KSC所沢）［第３位］ 井）［準優勝］金山優美（DSC茅ヶ崎）
［第３位］桑原昊太（ティップネス瑞 松本朔太郎（ルネサンス春日部）／飯 ［第３位］高橋唯愛（KSC狭山）／菊
江）／小林亮博（KSC稲城）［第５位］ 田翔英（DSC公津の杜）
地智翔（DSC茅ヶ崎）［第５位］鈴
荒堀栞和（エクレス空手教室）／佐藤
木穂果（DSC南古谷）／斎藤信之輔
優羽（和光市総合体育館）／中谷大知
（KSC狭山）／大島碧夏（KSC所沢）
（ルネサンス東久留米）／宮澤翼空（東
／菊池元（メガロス鷺沼）
板橋体育館）

小学３年生以上 11級～９級基本

幼児～小学１年生８級～７級基本

小学２年生８級～７級基本

［優勝］倉品ほのか（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］藍原つくし（KSC稲城）［準優 ［優勝］齊藤衛（DSC藤沢）［準優勝］［優勝］横山敦之（マック藤沢）［準優
優勝］大和田幸来（DSC平塚）
［第３位］ 勝］野口咲希（DSC藤沢）［第３位］ 増田友威（DSC南古谷）［第３位］矢 勝］矢田部颯空（NAS新鎌ヶ谷）［第
野口莉子（KSC稲毛）／伴怜（DSC藤 高橋一翔（KSC狭山）／渡邉虎之介 部巧真（NAS新鎌ヶ谷）／大島埜希 ３位］吉川泰成（メガロス武蔵小金井）
（KSCところ）［第５位］高橋享介 ／小林あゆみ（マック藤沢）［第５位］
沢）
［第５位］岡田悠斗（メガロス鷺沼）（KSC所沢）
（KSC稲城）／森﨑亮（ティップネス 大塚一樹（トピレックスイムクラブ綾
／丸山有紀（ナイススポーツ東京）／
瑞江）／早川晴登（DSC金沢文庫）／ 瀬）／奥富大智（川越 SS）／川畑香
横塚恵衣（赤塚体育館）／渋谷稜虎（メ
岸巧真（サンパルネ東村山）
梅（DSC南古谷）／井村亮介（DSC藤
ガロス町田）
沢）

小学３年生以上８級～７級基本

小学１～２年生６級～５級基本

小学３年生６級～５級基本

小学４年生以上６級～５級基本

［優勝］富澤和也（KSC中央林間）［準 ［優勝］佐藤陽光（わらわらふじみ野）［優勝］堀江りな（KSC二子玉川）［準 ［優勝］壷井慎ノ介（DSC藤沢）［準
優勝］山下優希（KSC新座）［第３ ［準優勝］板敷祥右（メガロス武蔵小 優勝］篠﨑優菜（KSC稲城）［第３位］ 優勝］高木涼太（KSC稲城）［第３位］
位］山本智弘（KSC天王町）／谷口友 金井）［第３位］金杉友香（赤塚体育 澤田泰雅（DSC南古谷）／成毛一瑛（メ 松田侑己（KSC青葉台）／前田裕哉
梨（DSC茅ヶ崎）［第５位］鈴木佑優 館）／濱田健斗（KSC所沢）［第５位］ ガロス三鷹）
（DSC公津の杜）［第５位］金子伊吹
（DSC茅ヶ崎）／根岸勇太（DSC藤沢） 金子風吹（DSC南古谷）／中村史穂
（DSC南古谷）／鈴木裕翔（DSC金沢
／粟野弘希（DSC藤沢）／雲野亮飛 （KSC稲城）／馬場胡桃（DSC金沢文
文庫）／浅木彩加（KSC入間）／山内
（DSC茅ヶ崎）
庫）／木村匡佑（メガロス神奈川）
瞳（わらわら航空公園）

幼児～小学１年生無級～ 12級形

小学３年生以上無級～ 12級形

幼児１１級～９級形

小学１～２年生 11級～９級形

［優勝］浅羽陽斗（メガロス神奈川）
［準 ［優勝］宮原葵（メガロス神奈川）［準 ［優勝］菊池元（メガロス鷺沼）［準優 ［優勝］倉品ほのか（DSC茅ヶ崎）［準
優勝］向井彰玖（和光市総合体育館） 優勝］飯田翔英（DSC公津の杜）［第 勝］大島碧夏（KSC所沢）［第３位］ 優勝］江下奏人（わらわら航空公園）
［第３位］柴崎海音（ゴールドジム吉 ３位］杉田喜都（KSC所沢）／立川斗 渡辺銀平（KSC所沢）／大和田莉来 ［第３位］竹澤奈央（KSC中央林間）
川埼玉）
梧（DSC南古谷）
（DSC平塚）［第５位］天貝颯帆（川越 ／野口莉子（KSC稲毛）［第５位］岡
SS）／山田恒輝（和光市総合体育館） 田悠斗（メガロス鷺沼）／渋谷稜虎（メ
／輿水健太（メガロス武蔵小金井）／ ガロス町田）／松崎善（KSC新座）／
金子山吹（DSC南古谷）
大和田幸来（DSC平塚）
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小学３年生以上 11級～９級形

幼児～小学１年生８級～７級形

小学２年生８級～７級形

小学３年生以上８級～７級形

［優勝］藍原つくし（KSC稲城）［準優 ［優勝］才川稜央（和光市総合体育館）［優勝］荒堀亮成（東急 SSたまプラー ［優勝］金城やすゆき（トピレックス
［第 ザ）［準優勝］三島颯太（DSC金沢文 イムクラブ綾瀬）［準優勝］冨澤和也
勝］渡辺陽菜（DSC南古谷）［第３位］［準優勝］早川晴登（DSC金沢文庫）
竹内太一（DSC金沢文庫）／高橋一翔 ３位］齊藤衛（DSC藤沢）／田中常葉 庫）［第３位］岡野拓人（メガロス武 （KSC中央林間）［第３位］柳橋幸也
（和光市総合体育館）
［第５位］矢部巧 蔵小金井）／海野航志（メガロス草加）（DSC茅ヶ崎）／大場天翔（わらわら
（KSC狭山）
真（NAS新鎌ヶ谷）／増田友威（DSC ［第５位］横山敦之（マック藤沢）／ 航空公園）［第５位］谷口友梨（DSC
南古谷）／亀谷波琉（DSC藤沢）／岸 矢田部颯空（NAS新鎌ヶ谷）／大松眞 茅ヶ崎）／今井結飛（川越 SS）／山
巧真（サンパルネ東村山）
知（DSC藤沢）／越川凌多（上板橋体 下優希（KSC新座）／島村元汰（すず
育館）
らん幼稚園）

小学１～２年生６級～５級形

小学３年生６級～５級形

小学４年生以上６級～５級形

小学３年生以下４級～３級形

［準優勝］［優勝］浅岡脩磨（青葉スポーツセン ［優勝］倉品こころ（DSC茅ヶ崎）［準
［優勝］高原煌世（ナイススポーツ東 ［優勝］篠﨑優菜（KSC稲城）
京）［準優勝］板敷祥右（メガロス武 ナリマニダニエル（赤塚体育館）［第 ター）［準優勝］壷井慎ノ介（DSC藤 優勝］吉田龍生（東急 SSたまプラー
蔵小金井）［第３位］角田和優（DSC ３位］成毛一瑛（メガロス三鷹）／川 沢）［第３位］浅木彩加（KSC入間） ザ）［第３位］古川輝樹（DSC南古谷）
南古谷）／東鉄惺（東板橋体育館）
［第 島千輝（メガロス武蔵小金井）［第５ ／高橋柚衣（わらわらふじみ野）［第 ／橋本龍輝（DSC南古谷）［第５位］
５位］中村史穂（KSC稲城）／佐藤陽 位］堀江りな（KSC二子玉川）／安藤 ５位］浦田龍霞（DSC藤沢）／後藤直 山﨑蒼空（DSC日進）／大浦輝（KSC
光（わらわらふじみ野）／木村匡佑（メ 伶衣矢（赤塚体育館）／前川瑞樹（KSC 樹（DSC藤沢）／亀田史緒（メガロス 二子玉川）／村田志音（DSC茅ヶ崎）
ガロス神奈川）／高野一冴（ナイスス 中央林間）／澤田泰雅（DSC南古谷） 武蔵小金井）／前田裕哉（DSC公津の ／小室芙月（DSC茅ヶ崎）
杜）
ポーツ東京）

小学４年生以上４級～３級形

小学４年生以下２級～１級形

小学５～６年生２級～１級形

小学生男子有段形

［優勝］荒堀陽香（エクレス空手教室）［優勝］木下恕維（マック藤沢）［準優 ［優勝］鈴木源太（マック藤沢）［準優 ［優勝］木下雄大（KSC新座）
［準優勝］
［準優勝］千葉太陽（KSC天王町）［第 勝］荒木美琴（KSC中央林間）
［第３位］ 勝］菊地健太（メガロス鷺沼）［第３ 高橋竜平（KSC稲城）［第３位］氏家
３位］青澤海音（DSC藤沢）／竹内 福島政道（KSC青葉台）／井上真花（青 位］井出朱皇（DSC茅ヶ崎）／小倉結 一真（ティップネス瑞江）／天明幹太
菜々美（KSC稲毛）［第５位］松井啓 葉スポーツセンター）［第５位］齊藤 （メガロス町田）
［第５位］永澤侑也（メ （KSC青葉台）［第５位］中村颯冶（わ
悟（KSC新座）／松木隆晟（DSC茅ヶ 武（DSC藤沢）／森田昊生（DSC日進） ガロス鷺沼）／山田風花（メガロス町 らわら航空公園）／藤井拓哉（エクレ
崎）／清水駿（DSC日進）／齋藤彩（ル ／大武瑞季（DSC南古谷）／澤村拳志 田）／林恭輔（メガロス鷺沼）／江川 ス空手教室）／久保田海斗（DSC金沢
ネサンス春日部）
郎（KSC新座）
晴翔（メガロス鷺沼）
文庫）／池田侑生（DSC日進）

小学生女子有段形

中学生男女４級～１級形

中学生以上男子有段形

中学生以上女子有段形

［優勝］川口美桜（マック藤沢）［準 ［優勝］河野拓斗（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］神鷹龍宝（KSC二子玉川）［準 ［優勝］荒木美栞（KSC中央林間）［準
優勝］北郷知慧（DSC茅ヶ崎）［第３ 勝］新井健太（DSC金沢文庫）
［第３位］ 優勝］藤川竜一（KSC天王町）
［第３位］ 優勝］遠藤息吹（DSC南古谷）
［第３位］
位］増田光来（KSC所沢）／村田果音 中澤遼人（KSC天王町）／鈴木菜々海 荒木智哉（個人登録）／北郷諒（DSC 神鷹さくら（KSC二子玉川）／倉田百
（DSC茅ヶ崎）
（ティップネス瑞江）
茅ヶ崎）［第５位］濁川尭明（DSC南 合子（KSC青葉台）
古谷）／高橋道博（DSC綾瀬）／渥
美敢太（メガロス神奈川）／安田翔一
（DSC南古谷）

11st JKP Classic
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11st JKP Classic

小学２年生以下男女組手

小学３年生男子組手

小学４年生男子組手

小学５年生男子組手

［優勝］荒木美琴（KSC中央林間）［準 ［優勝］村田虎太朗（KSC新座）［準優 ［優勝］星野友岐（東急 SSたまプラー ［優勝］氏家一真（ティップネス瑞江）
［準優勝］脇田航（DSC青葉台）
［第 ［準優勝］岸駿斗（上板橋体育館）［第
優勝］青木七海（ティップネス瑞江） 勝］齊藤武（DSC藤沢）［第３位］森 ザ）
［第３位］石渡大悟（メガロス武蔵小 﨑壮太朗（ティップネス瑞江）／阿久 ３位］春日翔（KSC狭山）／竹本壮太 ３位］木下雄大（KSC新座）／櫻井晟
津幸介（和光市総合体育館）
（DSC公津の杜）［第５位］松木隆晟 （ティップネス瑞江）［第５位］本間
金井）／澤村伶（KSC新座）
（DSC茅ヶ崎）／佐藤良祐（DSC平塚） 龍輝（DSC南古谷）／阿部丞羽（川越
／植村優貴（DSC茅ヶ崎）／河北真育 SS）／池田侑生（DSC日進）／渡辺
（DSC公津の杜）
光（ロンド成増）

小学６年生男子組手

小学３～４年生女子組手

小学５～６年生女子組手

中学１年生男子組手

［優勝］牛窪大紀（わらわらふじみ野）［優勝］村田みこと（KSC新座）［準優 ［優勝］川口美桜（マック藤沢）［準優 ［優勝］酒井風雅（KSC所沢）
［準優勝］
［準優勝］中島健太（メガロス神奈川） 勝］村田果音（DSC茅ヶ崎）［第３位］ 勝］黒田乃愛（DSC平塚）［第３位］ 市川凛（メガロス町田）［第３位］森
［第３位］久保田海斗（DSC金沢文庫） 北郷知慧（DSC茅ヶ崎）／安田愛梨 丸山知優（東板橋体育館）／小倉結（メ 川敬太（DSC日進）／飯田和紀（KSC
／濁川知明（DSC南古谷）［第５位］（DSC南古谷）［第５位］柴倉雅（東板 ガロス町田）［第５位］星野彩恵（赤 二子玉川）［第５位］前川大樹（KSC
前田知也（ティップネス瑞江）／保泉 橋体育館）／大武瑞季（DSC南古谷） 塚体育館）／德丸愛華（和光市総合体 中央林間）／倉田泰彰（KSC青葉台）
優汰（DSC南古谷）／徳重遼（DSC ／相武伶奈（DSC南古谷）／江藤蒼空 育館）／小川玲奏（和光市総合体育館） ／河野拓斗（DSC茅ヶ崎）
茅ヶ崎）／中山悠大（メガロス武蔵小 （和光市総合体育館）
／竹内菜々美（KSC稲毛）
金井）

中学２～３年生男子組手

中学生女子組手

高校生男子組手

高校生女子組手

［優勝］神鷹龍宝（KSC二子玉川）［準 ［優勝］荒木美栞（KSC中央林間）［準 ［優勝］藤本卓也（DSC公津の杜）［準 ［優勝］神鷹さくら（KSC二子玉川）
［準
優勝］北郷諒（DSC茅ヶ崎）［第３位］ 優勝］田中理央（メガロス武蔵小金井） 優勝］中山裕希（ロンド東村山）［第 優勝］倉田百合子（KSC青葉台）
荒木智哉（個人登録）／片桐海登（DSC ［第３位］鈴木愛純（メガロス神奈川） ３位］山﨑義宗（メガロス草加）／古
平塚）
［第５位］高田啓至（メガロス草 ／遠藤息吹（DSC南古谷）
谷康太（ゴールドジム吉川埼玉）
加）／植松泰輝（マック藤沢）／岡本
航樹（DSC公津の杜）／田中光（KSC
新座）
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2015

第 20 回全国道場選抜空手道大会
日時／ 2015 年 1 月 18 日

会場／和光市総合体育館

2015 年 1 月 18 日、埼玉県の和光市総合体育館において、第 20 回全国道
場選抜空手道大会が開催された。
本大会は全国の強豪道場が集う錬成大会で、およそ 1200 名の選手が参加
した。
本会からも強化育成選手が出場し、全国の強豪に挑んだ。
10

2015

篠﨑優菜（コナミスポーツクラブ稲城）さんが快挙！
初出場で３位に入賞！
■見るだけでもためになる
ハイレベルな大会！
形種目と組手種目、それぞれ幼年からマスター
ズまでの幅広い層が参加します。今大会は、北は
北海道から、南は中国・四国地方からの参加があ
り、参加道場数は 93、参加選手は約 1200 名と、
とても大きな大会となりました。
全国規模で強豪道場が集う大会であるゆえに、
選手の皆さんにとっては、新年度に行なわれる各
都道府県大会や全国大会に向けた力試しをする目
的を持って参加する選手が多いです。

全国の強豪道場から約 1200 名が参加。
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2015

競技レベルが非常に高く、ほぼ全ての種目に全
国大会の優勝・入賞経験者が参加します。全国ト
ップレベルを肌で感じることができ、観ているだ
けでも学ぶことが多い大会でもあります。
■篠﨑優菜さんが
初出場で３位に入賞！
今、テレビで話題になっている全国チャンピオン、小学２年生
の高野万優選手も参加しました。

本大会には当会員からも毎年多数の選手が出場
しています。今年は北海道と関東の強化育成選手
がエントリーしました。
やはり全国のトップレベルの相手との対戦に苦
戦する選手が多かったように見受けられます。今
大会で見つけた課題をもとに、さらなる成長を果
たしてほしいと思います。
ですが、とても嬉しい話題もありました。小学

12

全国トップレベルの技を、間近で見ることができます。

2015

３年生女子形の部で、篠﨑優菜（コナミスポーツ
クラブ稲城）さんが３位に入賞したことです。
篠﨑さんは本大会には初出場でしたが、それを
感じさせない堂々とした試合ぶり。大きくてかつ
キレのある形を見せ、１、２、３回戦と勝利して
ベスト４に進出しました。センターコートに舞台
を移して行なわれた準決勝では、ジオンを演武。
惜しくも敗れてしまいましたが、技の１つ１つの

篠﨑優菜（コナミスポーツクラブ稲城＝前列右から２人目）
さんが、小学 3 年生女子形の部で３位に入賞！

スピードを見せ、見事な形を見せてくれました。
この日はご家族が応援に来ており、毎試合始ま
る前にお父さんが優菜さんにアドバイスを送って
いました。まさに二人三脚で取った入賞です。
篠﨑さんは初の入賞に笑顔を見せましたが、次
の目標を聞くと「優勝です！」と力強く答えてく
れました。早くも次を見据えています。さらなる
活躍に期待ですね！

準決勝に臨む前、お父さんからアドバイスをもらいます。
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全国高校選抜大会

出場決定！

男子個人形・団体形

窪 田 悠 介 さん

（

手

稲

高

校

）

全国高校選抜

はまなす杯全国中学選抜

全国大会出場決定！
３月末に開催される全国大会に、本会所属
の３選手が出場を決めました。高校生では
窪田悠介さん、中学生では、橋本夢絵さん、
岩崎芽依さんの２選手です。
窪田さんが出場する「第 34 回全国高等学校
空手道選抜大会」は３月 25 日〜 27 日に東
京体育館で、橋本さん、岩崎さんが出場する
「はまなす杯第９回全国中学生空手道選抜大
会」は、３月 28 日〜 30 日に北海道北広島
市総合体育館にてそれぞれ開催されます。
皆さんもぜひ観戦に行ってみてはいかがで
しょうか？
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第 32回北海道高等学校空手道選抜大会

日程：2015 年 1 月 20 日〜 22 日
会場：札幌・北海道尚志学園高校体育館
【大会結果】
★男子個人形

優勝＜全国大会出場＞

窪田悠介（札幌手稲高校
コナミスポーツクラブ札幌円山出身）
1 回戦 5-0 カンクウダイ
2 回戦 5-0 カンクウショウ
3 回戦 5-0 カンクウショウ
準決勝 3-2 ウンス
決勝 4-1 ウンス

はまなす杯全国中学選抜大会

出場決定！

１年生女子形

橋 本 夢 絵 さん

（コナミスポーツクラブ東苗穂）

★男子団体形

優勝＜全国大会出場＞

札幌手稲高校
★窪田さんコメント

１年生女子組手

岩 崎 芽 依 さん

（コナミスポーツクラブ東苗穂）

準決勝：カンクウショウ 5-0
決勝：ゴジュウシホショウ 2-3
★橋本さんコメント

「高校では初めての全国大会なので少し不安やもち

「決勝では負けてしまったけど、目標だった全国大会

ろん緊張はありますが、個人も団体も優勝を目指し

に出場できてとても嬉しいです。全国大会でも自分

て頑張ります。

の演武ができるよう頑張ります。
」

そして全国の高校を見て学んで、これからに繋がる
ような大会にしていきたいと思います。
」

★中学 1 年女子組手の部 準優勝＜全国大会出場＞
岩崎芽依（コナミスポーツクラブ西岡）

平成 26年度 文部科学大臣旗争奪 はまなす杯
第９回全国中学生空手道選抜大会北海道予選会

★岩崎さんコメント
「全国大会は初めての出場なので緊張すると思います

日時：2014 年 11 月 16 日

が、いつも以上の力を出して一つでも多く勝てるよ

会場：北海道北広島市総合体育館

う頑張りたいと思います。
」

【大会結果】
★中学 1 年女子形の部 準優勝＜全国大会出場＞
橋本夢絵（コナミスポーツクラブ東苗穂）
2 回戦：カンクウダイ 5-0
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選べる３つのやりがい
パーソナルトレーナー／ 1レッスン 2,000〜 10,000円
施設管理専属契約／ 20〜 50万円

■柔道整復師・鍼灸師

柔道整復師／ 20〜 40万円 +インセンティブ
鍼灸師／ 20〜 30万円 +インセンティブ

■空手講師

業務委託契約／ 1レッスン 1時間単位／ 2,000〜 5,000円
レッスンプロ契約／ 20万〜 50万円 能力・経験による
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