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白熱！興奮！

ＪＫＰクラシック

12th JKP Classic
道場選抜 2016
全国の強豪相手に
２選手が入賞！

３月 北海道で
全国大会開催
http://www.jkp.or.jp/

白熱！興奮！

２０１５年

月

日、第 回ＪＫＰクラシックが開催された。
12

今回は基本・形・組手の

種目が実施され、

毎年年末に行なわれるＪＫＰの大イベント。

27

48

約７００名の選手が参加した。

12th JKP Classic
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ＪＫＰクラシック
27

第 回ＪＫＰ ク ラ シ ッ ク
日時／２０１５ 年 月 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
12
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12th JKP Classic
大会は幼児から小中高校・
一般までの基本・形・組手全
48 種目。午前は、幼児から
小学生低学年の色帯をつけ
た選手が中心で、午後から
は黒帯など上級者が出場。

大会は６コートで行なわ
れました。前年よりも１
コート増やし、会場はま
すます多くの人で賑わ
いました。

選手宣誓を務め
た倉品ほのか選
手（DSC 茅ヶ崎）
。
キリッと力強い宣
誓で、大会の雰囲
気が一気に引き締
まりました。

大会がますます
グレードアップ！
■大会のレベルアップ

ますます加速！

コートを前年の５コートから６コートに増やし
ての開催となりました。

毎年年末に行われる JKP クラシック。JKP の

年々増加している開催種目も、今回は前回よ

年に一度のビッグイベントで、多くの参加選手

りさらに５種目増の 48 種目。新たに一般の部

が１年間の日々の練習の成果を発揮しようと臨

門を設けました。特に目を引くのは、幼児や小

みます。

学生低学年の部門での参加者の多さです。それ

年々、大会規模はもちろん、競技レベルも高

まで１〜２人の参加であった店舗が、今回５〜

まっている本大会。12 回目の今回は、より大会

６人で参加しているところが多くなっています。

のレベルアップが顕著に現れた大会でした。

大会に興味を持った方が、友人を誘って一緒に

今回は、開催日が例年の 12 月 23 日よりも４
日も後になりました。年の瀬ということもあり、
参加人数の減少が心配されましたが、逆に前回
の１割増になる約 700 名の参加がありました。

参加することが増えてきているという声が聞か
れます。
JKP クラシックが、皆さんのもとに定着した
と実感させられる大会でした。
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最優秀店舗に輝いた
ダンロップスポーツクラブ
茅ヶ崎の皆さん

▲倉品こころ選手が形・組手の２
種目で優勝した。

ダンロップスポーツクラブ

D S C 茅ヶ崎
最優秀店舗の座を守る！
■白熱の中学２・３年男子組手決勝戦！

きだけでなく、上段蹴りや中段蹴りなど高得点の
技も決まるなどポイントを取っては取られの見応

午前は、幼児から小学生低学年の色帯をつけた

えのある試合でした。最後は 11 ー８のスコアで

選手が中心。この日初めて試合に臨むという選手

酒井選手が振り切り優勝。礼をした後に、互いの

が、緊張の面持ちでコートに立つ場面も見られま

健闘を称え合い握手する２人に、大きな拍手が送

した。勝った選手も負けた選手もこの大会で得た

られました。

ものを、今後の練習につなげて欲しいと思います。
午後になると、茶帯・黒帯をつけた上級者が登

■DSC
DSC茅ヶ崎が、最優秀店舗の座を守る！
茅ヶ崎が、最優秀店舗の座を守る！
■

場。各店舗の小さい子どもたちにとってはお兄さ
ん、お姉さんのような選手たちが出場し、小さい
子たちの声援を受けて、白熱した試合を見せます。
特に中学生２・３年生男子組手の決勝、北郷諒
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各店舗ごとの入賞者を点数換算して競う最優秀
店舗賞。前年優勝のダンロップスポーツクラブ茅
ヶ崎が、今回も優勝に輝きました。

選手（ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎）と酒井

ダンロップスポーツクラブ茅ヶ崎は、倉品ここ

風雅選手（コナミスポーツクラブ所沢）との対戦

ろ選手が形・組手の２種目で優勝したのをはじめ、

はおおいに盛り上がりました。上背で勝る実力者

なんと 46 もの入賞がありました。それぞれが自

の北郷選手の懐に、果敢に潜り込んで中段突きを

分の試合だけでなく、同じ店舗のチームメイトの

決めていく酒井選手、また、そうはさせまいと圧

試合の時もコートの側に行って大きな声援を送る

力をかける北郷選手のせめぎ合いが続きます。突

など、チームワークの良さが見て取れました。

優勝者一覧

12th JKP Classic

幼児 無級・12級 基本
岡崎紗良

小学１・２年生無級・12級 基本
高木隆真

小学３年生以上 無級・12級 基本
水野智紀

幼児 11級～ 9級 基本
山口幸平

小学１年生 11級～ 9級 基本
合田拓真

小学２年生 11級～ 9級 基本
山本優作

小学３年生以上 11級～ 9級 基本
市川七愛

幼児・小学１年生 8級・7級 基本
大島碧夏

小学２年生 8級・7級 基本
原勇輝

小学３年生以上 8級・7級 基本
野口莉子

小学２年生以下 ６級・５級 基本
金山優美

小学３年生 ６級・５級 基本
小倉紗

小学４年生以上 ６級・５級 基本
富澤和也

幼児・小学１年生 無級・12級 形
岡崎紗良

小学２年生以上 無級・12級 形
坂元惟生

幼児 11級～ 9級 形
山口幸平

小学１年生 11級～ 9級 形
合田拓真

小学２年生 11級～ 9級 形
山本優作

小学３年生以上 11級～ 9級 形
市川七愛

小学１年生以下 8級・7級 形
菊地元

小学２年生 8級・7級 形
田中ひかり

小学３年生以上 8級・7級 形
大和田幸来

小学２年生以下 ６級・５級 形
倉品ほのか

小学３年生 ６級・５級 形
高橋梨紗

5

6

小学４年生以上 ６級・５級 形
野口咲希

小学３年生以下 ４級・３級 形
角田和優

小学４年生 ４級・３級 形
増山貴一

小学５・６年生４級・３級 形
佐藤陵太

小学４年生以下 ２級・１級 形
倉品こころ

小学５・６年生 ２級・１級 形
荒堀陽香

中学生 ４級～１級 形
山下優希

小学５年生以下男子有段 形
遠藤颯

小学６年生男子 有段 形
木下雄大

中学生男子 有段 形
北郷諒

小学生女子 有段 形
北郷知慧

中学生以上女子有段 形
鈴木愛純

高校生・一般男子 有段 形
神鷹龍宝

小学２・３年生男子 組手
村田志音

小学４年生男子 組手
森崎壮太郎

小学５年生男子 組手
河北真育

小学６年生男子 組手
氏家一真

中学１年生男子 組手
中村颯冶

中学生２・３年生男子 組手
酒井風雅

高校生男子 組手
神鷹龍宝

小学４年生以下女子 組手
倉品こころ

小学５・６年生女子 組手
小川玲奏

中学生女子 組手
黒田乃愛

高校生女子 組手
新田紗綾

入賞者一覧

幼児 無級・12級 基本

12th JKP Classic
小学１・２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］岡崎紗良（KSC一橋学園）［準 ［優勝］高木隆真（わらわらふじみ野）［優勝］水野智紀（和光市総合体育館）［優勝］山口幸平（DSC平塚）
［準優勝］
優勝］尾崎瑛亮（KSC中央林間）［第 ［準優勝］平床大輔（KSC一橋学園）
［第 ［準優勝］北村隼人（和光市総合体育 中里奏善（後楽園調布）［第３位］佐
３位］三矢信祐（東急たまプラーザ） ３位］谷野耀（わらわら航空公園）／ 館）［第３位］曽根葵衣（DSC綾瀬） 藤春輝（KSC洋光台）／下地巧真（ト
／高橋純平（KSC西新井）
田口 ゆう（わらわらふじみ野）［第５ ／阿部直紀（メガロス神奈川）
ピレック SCアヤセ）［第５位］藤原
位］黒沢燦人（メガロス神奈川）／東
更紗（東急たまプラーザ）／小林樹生
出芽生（NAS新鎌ヶ谷）／安藤大和
（KSC橋本）／伊藤優道（KSC船橋）
（KSC中央林間）／桶琥太郎（KSC三
／林田壮矢（KSC二子玉川）
ツ境）

小学１年生 11級～ 9級 基本

小学２年生 11級～ 9級 基本

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

［優勝］合田拓真（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］山本優作（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］市川七愛（KSC稲城）［準優 ［優勝］大島碧夏（KSC所沢）
［準優勝］
勝］丹野栄一（赤塚体育館）［第３位］ 優勝］角井凜（DSC茅ヶ崎）［第３ 勝］岸本拓己（DSC南古谷）［第３位］ 高橋唯愛（KSC狭山）［第３位］國房
市川道成（わらわら航空公園）／小堀 位］新納瑞樹（DSC平塚）／諸節夏帆 青木恭介（DSC茅ヶ崎）／関口雄哉 心美（東板橋体育館）／向井彰玖（和
蒼空（メガロス神奈川）［第５位］向 （KSC中央林間）［第５位］小笠原柚 （DSC茅ヶ崎）［第５位］遠藤宗太郎 光市総合体育館）［第５位］市川琥太
井光樹（大宮前体育館）／小田譲太郎 子（KSC橋本）／本橋悠誠（上板橋体 （KSC橋本）／齋藤すい（東急たまプ 郎（KSC西新井）／斎藤信之輔（KSC
（DSC平塚）／矢口優希（DSC公津の 育館）／平井貫太（メガロス神奈川） ラーザ）／藤原更紗（東急たまプラー 狭山）／井ノ崎湊（東板橋体育館）／
杜）／高橋麻椰（KSC本店）
／鈴木凜（KSC船橋）
ザ）／小平凱人（DSC南古谷）
小林亮博（KSC稲城）

小学２年生 8級・7級 基本

小学３年生以上 8級・7級 基本

小学２年生以下 ６級・５級 基本

小学３年生 ６級・５級 基本

［優勝］原勇輝（KSC一橋学園）［準優 ［優勝］野口莉子（KSC稲毛）
［準優勝］［優勝］金山優美（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］小倉紗（メガロス町田）［準
勝］佐々木奏（KSC入間）［第３位］ 大和田幸来（DSC平塚）［第３位］横 優勝］大島埜希（KSC所沢）［第３位］ 優勝］高橋梨紗（MAC藤沢）［第３
菅谷樹希（ロンド上北台）／垣内七夏 塚恵衣（赤塚体育館）／宮原葵（メガ 斉藤衛（DSC藤沢）／伴怜（DSC藤沢） 位］本田正宗（KSC和光）／井村亮介
（KSC新百合ヶ丘）［第５位］浅羽陽 ロス神奈川）［第５位］小森恵麻（和 ［第５位］江下奏人（わらわら航空公 （DSC藤沢）［第５位］柳田瑛斗（赤塚
斗（メガロス神奈川）／中島順一（KSC 光市総合体育館）／芦萱美羽（DSC南 園）／亀谷波琉（DSC藤沢）／畑山竜 体育館）／佐藤侶波（和光市総合体育
下総中山）／田佳琪（KSC青葉台）／ 古谷）／彦根龍之介（KSC市川）／渋 輝（KSC所沢）／山下歩希（KSC新座） 館）／奥富大智（川越 SS）／岡野拓
竹澤奈央（KSC中央林間）
谷稜虎（メガロス町田）
人（メガロス武蔵小金井）

小学４年生以上 ６級・５級 基本

幼児・小学１年生 無級・12級 形

小学２年生以上 無級・12級 形

幼児 11級～ 9級 形

［優勝］富澤和也（KSC中央林間）［準 ［優勝］岡崎紗良（KSC一橋学園）［準 ［優勝］坂元惟生（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］山口幸平（DSC平塚）
［準優勝］
優勝］野口咲希（DSC藤沢）［第３位］ 優勝］川島万輝（メガロス武蔵小金井） 勝］曽根葵衣（DSC綾瀬）［第３位］ 下地巧真（トピレック SCアヤセ）［第
谷口友梨（DSC茅ヶ崎）／池田琉星 ［第３位］瀧森皓太（ルネサンス東久 坂元快生（DSC茅ヶ崎）／北村隼人（和 ３位］佐藤春輝（KSC洋光台）／廣
（KSC中央林間）［第５位］鈴木佑優 留米）／坂元怜生（DSC茅ヶ崎）
光市総合体育館）
田悠輝（KSC洋光台）［第５位］藤原
（DSC茅ヶ崎）／粟野弘希（DSC茅ヶ
更紗（東急たまプラーザ）／安藤紫月
崎）／雲野亮飛（DSC茅ヶ崎）／山本
（DSC茅ヶ崎）／山本大晴（DSC茅ヶ
智弘（KSC天王町）
崎）／周藤遼（メガロス鷺沼）
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小学１年生 11級～ 9級 形

小学２年生 11級～ 9級 形

小学３年生以上 11級～ 9級 形

小学１年生以下 8級・7級 形

［優勝］合田拓真（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］山本優作（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］市川七愛（KSC稲城）［準優 ［優勝］菊地元（メガロス鷺沼）［準優
勝］旗生芽泉（メガロス神奈川）［第 勝］角井凜（DSC茅ヶ崎）［第３位］ 勝］関口雄哉（DSC茅ヶ崎）［第３位］ 勝］大島碧夏（KSC所沢）［第３位］
３位］國分琉那（DSC茅ヶ崎）／黒木 新納瑞樹（DSC平塚）／鈴木凜（KSC 青木恭介（DSC茅ヶ崎）／岸本拓己 小林亮博（KSC稲城）／大和田莉来
優太（メガロス鷺沼）［第５位］古谷 船橋）［第５位］本橋悠誠（上板橋体 （DSC南古谷）
［第５位］黒岩日菜子（和 （DSC平塚）［第５位］戸塚玄（DSC
妃彩（KSC稲城）／小泉愛洋（KSC新 育館）／平井貫太（メガロス町田）／ 光市総合体育館）／小平凱人（DSC南 茅ヶ崎）／東陽夏東板橋体育館）／
百合ヶ丘）／高橋麻椰（KSC本店）／ 加藤凜（上板橋体育館）／三浦伯人（赤 古谷）／遠藤宗太郎（KSC橋本）／齋 輿水健太（メガロス武蔵小金井）／向
田代叶大（DSC南古谷）
塚体育館）
藤すい（東急たまプラーザ）
井彰玖（和光市総合体育館）

小学２年生 8級・7級 形

小学３年生以上 8級・7級 形

小学２年生以下 ６級・５級 形

小学３年生 ６級・５級 形

［優勝］田中ひかり（メガロス町田）
［準 ［優勝］大和田幸来（DSC平塚）［準優 ［優勝］倉品ほのか（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］高橋梨紗（MAC藤沢）
［準優勝］
優勝］木田悠蒼（DSC金沢文庫）［第 勝］小林亮太（ルネサンス春日部）
［第 優勝］金山優美（DSC茅ヶ崎）
［第３位］ 本田正宗（KSC和光）［第３位］加藤
３位］村上滉幸（赤塚体育館）／菅谷 ３位］渋谷稜虎（メガロス町田）／松 平原美依（KSC妙典）／才川稜央（和 大馳（和光市総合体育館）／大塚一樹
樹希（ロンド上北台）［第５位］大島 本朔太郎（ルネサンス春日部）［第５ 光市総合体育館）
［第５位］伴怜（DSC （トピレック SCアヤセ）［第５位］岡
史煌（KSC新百合ヶ丘）／中島順一 位］岩井涼輔（ルネサンス春日部）／ 藤沢）／斉藤衛（DSC藤沢）／菊地智 野拓人（メガロス武蔵小金井）／大塚
（KSC下総中山）／丸山有紀（ナイス 野口莉子（KSC稲毛）／岡田悠斗（メ 翔（DSC茅ヶ崎）／江下奏人（わらわ 令和（DSC藤沢）／柳田瑛斗（赤塚体
スポーツ東京）／根岸尚花（DSC藤沢） ガロス鷺沼）／小森恵麻（和光市総合 ら航空公園）
育館）／嶋田瑛太（すずらん幼稚園）
体育館）

小学４年生以上 ６級・５級 形

小学３年生以下 ４級・３級 形

小学４年生 ４級・３級 形

小学５・６年生 ４級・３級 形

［優勝］野口咲希（DSC藤沢）［準優 ［優勝］角田和優（DSC南古谷）［準優 ［優勝］増山貴一（KSC西新井）［準優 ［優勝］佐藤陵太（KSC橋本）
［準優勝］
勝］富澤和也（KSC中央林間）［第３ 勝］早川晴登（DSC金沢文庫）
［第３位］ 勝］梶山翔伍（KSC橋本）［第３位］ 高木涼太（KSC稲城）［第３位］不破
位］粟野弘希（DSC藤沢）／千保龍 増田友威（DSC南古谷）／谷田部颯空 澤田泰雅（DSC南古谷）／渋沢恩太郎 凜子（上板橋体育館）／朝岡脩磨（青
音（DSC茅ヶ崎）［第５位］山本智弘 （NAS新鎌ヶ谷）
［第５位］中村葵偉（和 （KSC橋本）［第５位］ナリマニ・ダ 葉スポーツセンター）［第５位］松田
（KSC天王町）／鈴木佑優（DSC茅ヶ 光市総合体育館）／土本誠人（DSC平 ニエル（赤塚体育館）／前川瑞樹（KSC 侑己（KSC青葉台）／佐藤拓紀（ナイ
崎）／渡辺陽菜（DSC南古谷）／谷口 塚）／土本唯人（DSC平塚）／木村匡 中央林間）／成毛一瑛（メガロス三鷹） ススポーツ東京）／栢森興一（KSC青
友梨（DSC茅ヶ崎）
佑（メガロス神奈川）
／川島千輝（メガロス武蔵小金井）
葉台）／河野和志（DSC茅ヶ崎）

小学４年生以下 ２級・１級 形

小学５・６年生 ２級・１級 形

中学生 ４級～１級 形

小学５年生以下 男子 有段 形

［優勝］倉品こころ（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］荒堀陽香（東急たまプラーザ）［優勝］山下優希（KSC新座）
［準優勝］［優勝］遠藤颯（DSC南古谷）
［準優勝］
優勝］篠﨑優菜（KSC稲城）［第３ ［準優勝］川野さくら（DSC茅ヶ崎）
［第 内田幹太（KSC新座）［第３位］古山 熱田悠（DSC南古谷）［第３位］斉藤
位］古川輝樹（DSC南古谷）／中澤 ３位］松木隆晟（DSC茅ヶ崎）／道喜 智絵（KSC新座）／佐々木瞭（DSC綾 武（DSC藤沢）／小島諒太（DSC平塚）
琴子（KSC天王町）［第５位］稲澤太 智和（KSC二子玉川）［第５位］向坂 瀬）［第５位］市原大聖（KSCユーカ ［第５位］河北真育（DSC公津の杜）
郎アンドレイ（DSC平塚）／村田志 温（メガロス町田）／松井啓悟（KSC リが丘）／亀田史緒（メガロス武蔵小 ／小林優希（東急たまプラーザ）／青
音（DSC茅ヶ崎）／菊地麻直翔（DSC 新座）／壷井慎ノ介（DSC藤沢）／野 金井）／坂本紫苑（KSCユーカリが丘） 澤海音（DSC藤沢）／佐藤虹太（メガ
茅ヶ崎）／中村廉太郎（DSC南古谷） 口将大（KSC稲毛）
／熊谷槙人（東急たまプラーザ）
ロス草加）
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12th JKP Classic
小学６年生 男子 有段 形

中学生男子 有段 形

小学生女子 有段 形

中学生以上女子 有段 形

［優勝］木下雄大（KSC新座）
［準優勝］［優勝］北郷諒（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］北郷知慧（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］鈴木愛純（メガロス神奈川）
［準
氏家一真（個人登録）［第３位］藤井 勝］渥美敢太（メガロス神奈川）［第 勝］村田果音（DSC茅ヶ崎）［第３位］ 優勝］遠藤息吹（DSC南古谷）［第３
拓哉（エクレス空手教室）／高橋竜平 ３位］高橋道博（DSC綾瀬）／酒井風 井上真花（青葉スポーツセンター）／ 位］小倉結（メガロス町田）／岡本紗
（KSC稲城）［第５位］吉田裕（DSC 雅（KSC所沢）［第５位］吉田松太郎 増田光来（KSC所沢）
英（KSC中央林間）
南古谷）／菊地健太（メガロス鷺沼）（KSC所沢）／片桐海登（DSC平塚）
／吉野仁基（メガロス鷺沼）／林恭輔 ／河野拓斗（DSC茅ヶ崎）／川野翔人
（メガロス鷺沼）
（DSC茅ヶ崎）

高校生・一般男子 有段 形

小学２・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］神鷹龍宝（KSC二子玉川）［準 ［優勝］村田志音（DSC茅ヶ崎）［準優 ［優勝］森崎壮太郎（ティップネス瑞 ［優勝］河北真育（DSC公津の杜）［準
優勝］前田龍二（ルネサンス東久留米） 勝］吉田龍生（東急たまプラーザ）
［第 江）［準優勝］岸亮翔（上板橋体育館） 優勝］川上絢太郎（KSC青葉台）［第
［第３位］山森昌樹（ルネサンスひば ３位］行川直希（KSC所沢）／戸石 ［第３位］金子武（東板橋体育館）／ ３位］青澤海音（DSC藤沢）／春日翔
りが丘）／長島亮介（KSC洋光台）
豊（MAC藤沢）［第５位］谷田部颯空 ナリマニ・ダニエル（赤塚体育館）［第 （KSC狭山）［第５位］脇田航（KSC
（NAS新鎌ヶ谷）／古川輝樹（DSC南 ５位］稲澤太郎アンドレイ（DSC平塚） 青葉台）／遠藤颯（DSC南古谷）／片
古谷）／高原煌世（ナイススポーツ東 ／斉藤武（DSC藤沢）／阿久津幸介（和 野翔太（DSC公津の杜）／朝岡脩磨（青
京）／金子風吹（DSC南古谷）
光市総合体育館）／三原一眞（DSC日 葉スポーツセンター）
進）

小学６年生男子 組手

中学１年生男子 組手

中学生２・３年生男子 組手

高校生男子 組手

［優勝］氏家一真（個人登録）
［準優勝］［優勝］中村颯冶（KSC所沢）
［準優勝］［優勝］酒井風雅（KSC所沢）
［準優勝］［優勝］神鷹龍宝（KSC二子玉川）［準
阿部丞羽（川越 SS）［第３位］木下雄 中島健太（メガロス神奈川）［第３位］ 北郷諒（DSC茅ヶ崎）［第３位］高橋 優勝］藤本卓也（DSC公津の杜）［第
大（KSC新座）／渡辺光（ロンド成増） 川野翔人（DSC茅ヶ崎）／市原大聖 道博（DSC綾瀬）／青木優太（KSC ３位］木村龍翔（DSC公津の杜）／石
［第５位］磯田元道（ロンド東村山）／ （KSCユーカリが丘）［第５位］熊谷 下総中山）［第５位］倉田泰彰（KSC 渡一惟（メガロス武蔵小金井）
村上和弥（上板橋体育館）／岸駿人（上 槙人（東急たまプラーザ）／永堀健太 青葉台）／西條峻平（メガロス町田）
板橋体育館）／櫻井晟（ティップネス （DSC南古谷）／丸太環（和光市総合 ／堯丈一郎（DSC日進）／片桐海登
瑞江）
体育館）／前田武大（メガロス町田） （DSC平塚）

小学４年生以下女子 組手

小学５・６年生女子 組手

中学生女子 組手

高校生女子 組手

［優勝］倉品こころ（DSC茅ヶ崎）［準 ［優勝］小川玲奏（和光市総合体育館）［優勝］黒田乃愛（DSC平塚）
［準優勝］［優勝］新田紗綾（わらわら航空公園）
優勝］村田みこと（KSC新座）［第３ ［準優勝］斉藤彩（ルネサンス春日部） 星野彩恵（赤塚体育館）３位］遠藤息 ［準優勝］徳永芽久（メガロス武蔵小
位］北郷知慧（DSC茅ヶ崎）／小室芙 ［第３位］山口結菜（メガロス町田）／ 吹（DSC南古谷）／小倉結（メガロス 金井）
月（DSC茅ヶ崎）
小倉紘（メガロス町田）
［第５位］近藤 町田）
真生（エクレス空手教室）／井上真花
（青葉スポーツセンター）／増田光来
（KSC所沢）／川野さくら（DSC茅ヶ
崎）
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第 21 回
全国道場選抜空手道大会
日時／ 2016 年 1 月 17 日
会場／和光市総合体育館

全国の強豪を相手に
２選手が入賞！
10

■強豪ぞろいのトーナメント
大規模でかつハイレベルな大会
2016 年 1 月 17 日、埼玉県の和光市総合体育館
において、第 21 回全国道場選抜空手道大会が開催
されました。
全国道場選抜空手道大会は、全国のどの道場も
参加できるオープン大会で、各地の幼年からマス
ターズまでの幅広い層が参加します。北は北海道
から、南は沖縄県からの参加があり、参加選手は

▲ 約 1400 名 が 参 加 の
大会。フロアには、なん
と 11 コートが設けられ
ました。
◀競技レベルが高く、難
しい技が高速で次々と繰
り出されます。

約 1400 名のとても大規模な大会となりました。
会場は、JKP クラシックの開催場所と同じ和光市
総合体育館。フロアには、なんと 11 コートを設置
し、フロア内は多くの選手でごった返します。
とりわけ競技レベルが高いのが本大会。特に、
小学生から中学生の世代がそうです。多くの選手
が集まり、かつ全日本大会の優勝者やジュニアの

全日本代表選手も顔を出します。
それほどまでにハイレベルな本大会は、参加す
る小学生にとっては、春に行なわれる各都道府県
大会に向けた力試しに、また中学生には３月末に
北海道で行なわれる『はまなす杯全国中学生選抜
大会』にむけた最終調整にあてる選手もいます。
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。今大会は北海道と関東の選手 30 名
がエントリー。全国のトップレベルのトーナメン
トに果敢に挑みましたが、入賞者は２名と、なか
なか勝ち上がることは難しかったように思います。
ですが、試合に負けた後も、他道場のライバル
選手の試合の様子を熱心に見ているようすが多く
見られました。次回の道場選抜では、多くの選手
本会から、強化育成選手を中心に多くの選手が参加しました。
入賞は木下雄大選手（左）と荒木美栞選手（右）の２名でした。

が今回よりも１つでも多く勝ち上がってくれるこ
とを期待したいですね。
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■木下雄大さん、
ベスト８初入賞！記念の大会に
熾烈なトーナメントを勝ち抜き、入賞した２人の
選手を紹介します。
１人目は、小学６年生男子形でベスト８に入った
木下雄大さん（コナミスポーツクラブ新座）
。前年、
道場選抜に初めて出場し、２回戦負けでした。
今回は、１回戦、２回戦と、全国大会に多くの選
手を出している道場所属の選手に勝利します。さら
に３回戦で演武した平安五段は圧巻で、一つ一つの
技を丁寧に大きく繰り出し、見事な形でした。ここ
も勝ち上がって価値ある３勝目、準々決勝で敗れま

小学６年生男子形

したが、ベスト８に入りました。

第５位

木 下 雄 大 さん

小学１年の時に空手を始めた木下さん。コツコツ

（コナミスポーツクラブ新座）

と練習を積み重ねて上達し、小学生最後の大会とな
ったこの道場選抜で嬉しい初入賞。賞状を持って、

教室の先生と一緒に記念撮影をしていました。木下
さんにとって記念の大会となりました。
みしお

■荒木美栞さん 価値ある３位
はまなす杯全国大会への弾みに！
２人目は、中学生女子形の荒木美栞さん（コナミ
スポーツクラブ中央林間）
。中学２年の荒木さんは、
２年ぶりの３位入賞を果たしました。１回戦、２回
戦を勝ち、準々決勝では得意のチャタンヤラクーサ
ンクーで神奈川県の強豪選手に４−１で勝利。準決
中学生女子形

第３位

荒 木 美 栞 さん

（コナミスポーツクラブ中央林間）

勝では、全国２位の実績を持つ選手を相手に敗れは
したものの、２−３の僅差に迫りました。
３月末には中学生の全国大会「はまなす杯全国中
学生選抜大会」を控えている荒木さん。今回の道場
選抜で、全国でも十分通用する手応えを感じました。

13

３月
北海道で二大全国大会開催！

JOC ジュニアオリンピックカップ 全国高校選抜大会
文部科学大臣旗争奪 はまなす杯全国中学選抜大会

３月末、２つの大きな全国大会がいずれも北海道で開催されます。
「第 35 回全国高
等学校空手道選抜大会（３月 25 日〜 27 日：北海きたえ〜る）
」と、
「はまなす杯第
10 回全国中学生空手道選抜大会（３月 28 日〜 30 日：北海道北広島市総合体育館）
」
の両大会です。本会からは５選手が出場を決め、檜舞台に臨みます。
皆さんもぜひ全国のすごみを感じに、観戦に行ってみてはいかがでしょうか？
14

全国高校選抜大会

出場決定！

女子個人組手・団体組手

土 谷 菜 々 子さん

（北海道・札幌北高校）

男子個人形・団体形・団体組手

窪 田 悠 介さん

（北海道・手稲高校）

はまなす杯全国中学選抜大会

男子個人組手・団体組手

佐 々 木 雅 哉さん

（北海道・恵庭南高校）

出場決定！

２年生女子形

荒 木 美 栞 さん

（神奈川県代表・コナミスポーツクラブ中央林間）

２年生女子形

橋 本 夢 絵 さん

（北海道代表・コナミスポーツクラブ東苗穂）

毎年３月末に開催される中学生の全国大会と、高

が行なわれます。毎年、北海道北広島市総合体育館

校生の全国大会が、今年は同じ北海道での開催とな

で行なわれており、今年で 10 回目。47 都道府県の

りました。

代表が出場する学年別の個人戦です。３月 29 日に実

毎年全国各地を会場に行なわれる「全国高等学校

施の２年生女子形で、神奈川県代表として荒木美栞

空手道選抜大会」
。今年は北海道札幌市の北海きたえ

さん、北海道代表として橋本夢絵さんが出場します。

〜るが会場、３月 25 日〜 27 日にかけて行なわれま
す。全国の各地区選抜大会を勝ち抜いた選手・高校
が集まる本大会。北海道地区の予選を、個人・団体

いずれも全国の精鋭が集うハイレベルな舞台です。
５選手の活躍を期待しましょう！
なお、全国中学生選抜大会は来年からは会場を埼

の両方で勝ち抜いた窪田悠介さんと佐々木雅哉さん、

玉県に移すため、北海道での開催はこれが最後。特

土谷菜々子さんが出場します。

に北海道にお住まいの方は、全国大会を肌で感じる

全国高校選抜大会の翌日には、中学生の春の全国
大会である「はまなす杯全国中学生空手道選抜大会」

絶好の機会です。ぜひ会場に足を運んでみてはいか
がでしょうか？
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詳細は下記連絡先まで↓↓

教室出身の講師ご紹介

半沢隆泰先生

コナミスポーツクラブ新札幌出身
「子ども達と一緒に好きな空手に携
わり続けることができ、とても楽
しい日々を送っています。」

www.tsuwamono.jp

ＴＥＬ ：０３（ ３５２４ ）７２７２

株式会社強者では、
空手講師を募集しております。
当団体の空手道教室出身者も
多数指導しております。

東京都千代田区神田錦町３・２１・１０４４

空手

発行・ＮＰＯ法人日本空手機構
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