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公益社団法人 日本空手協会は品格ある青少年育成に努めております
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2017 年 8 月 18 日〜 20 日、北の大地アイルランドで「船越義珍杯 第 14 回世界空手道選手権大会」
が開催される。3 年に 1 回、一本勝負の世界一を決める日本空手協会最大の大会だ。
この大会に日本のエースとして参加する根本敬介指導信と栗原一晃指導信。共に 37 歳という年齢を
迎えた、「今」、世界と戦う気構えを聞いた。
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今の自分をしっかりみせたい。
　3 年に一度開催される日本空手協会
の世界大会。この大会に根本指導員は
過去 5 回出場している。個人組手の参
加は過去 3 回でいずれも 3 位入賞。今
度こそはという思いはあるか？との問
いに

「若いころは自分にプレッシャーをか
けて大会に挑んでいましたが、今は、
いかに普段の稽古を充実させ、平常心
で臨むか？に重点を置いています。今
なりのハードなトレーニングも積んで
いるし、勝ち負けはもちろん大切です
が、今の自分をしっかり見せたいし、
見てほしい」と淡々と話した。
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もちろん負け続けるつもりはない。
　6 度目の出場となる栗原指導員は、
前回大会では弟に敗退も、過去 2 連覇
の実績を持つ。
　「前回大会では何が起こったのか自
分でも解らないような、今までやった
ことのないミスをしていまいまい、弟
に優勝を譲ってしまいました。昨年の
全国大会でも負けている。もちろん負
け続ける気は無いですが、今では少し
でも後輩の見本になれればという気持
ちも大きい。しっかり地道に稽古して、
今の自分をしっかり見ていただければ
と思う。」と思いを噛みしめるように
語った。 
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監督

一般男子組手

一般男子形

一般男子形

一般女子組手

一般女子形

椎名 勝利

根本敬介

芳賀祐介

栗原一晃 . 早川梨緒

中村綾乃

杉本りさ

椎名舞

大金勇太郎

廣瀬光

栗原秀元 松原未咲

佐藤柚梨

天野美雅

椎名優

梅山俊也

岡田泰典

美濃部将啓

一般男子形・組手　上田大介

関大空

秋山響子

掃詰友志小林 邦雄

コーチ

日本空手協会
世界選手権

日本代表選手団
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３年生女子形 滝川稜華

３年生男子組手 井川富賀

３年生男子形 タンポス悠人

4 年生女子形 織戸星

4 年生女子組手 保田真里亜

３年生女子組手 大浜晴香

4 年生男子形 谷岡永惟

4 年生男子組手 吉村賢人

３年生女子形 原篠苺花

３年生男子組手 塚本開飛

３年生男子形 石間伏純平

4 年生女子形 祖堅優月

4 年生女子組手 針谷育実

３年生女子組手 落久保心美

4 年生男子形 山本勘太

4 年生男子組手 西川大雅

３年生女子形 志村真澄

３年生男子組手 小林泰介

３年生男子形 秋本悠真

4 年生女子形 斎藤あか里

4 年生女子組手 甲田陽由

３年生女子組手 栗原三佳

4 年生男子形 藤村康平

4 年生男子組手 谷岡永惟

３年生女子形 望月穂乃楓

4 年生女子形 藤井爽花

３年生男子形 黒川斗暖

4 年生男子形 島ノ江亜琉

4 年生男子組手 庄司大和

３年生男子組手 石間伏純平

4 年生女子組手 市場ここみ

5 年生女子形 平島夏帆

227 名の候補選手から日本代表選手団が決定！
　平成２９年３月１９日（日）、２０日（月祝）総本部において、今年８月１８日～２０日にアイルランドで
行われる船越義珍杯第１４回少年世界空手道選手権大会の選考会が開かれた。
　対象者は昨年の（第５９回）全国大会ベスト４の選手並びに、各地区より２名の推薦選手。
全国各地より、総勢２２７名の選手が集まり、各学年・各種目４名の選手が選考された。
※高校生は 27日の全国大会にて出場選手が確定します。

日本空手協会世界選手権

日本代表選手団
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5 年生女子形 小杉咲楽 6 年男子形 水田凌央

5 年生男子形 石川大雅 6 年女子組手 堀江明花

5 年生男子組手 屋代航太 中学１年女子形 滝川愛莉

5 年生女子組手 稲磨歩 6 年男子組手 井口天晴

6 年女子形 堀江明花 中学１年男子形 畑中将真

5 年生女子形 関井初夏 6 年男子形 齋藤琉之介

5 年生男子形 日向漣 6 年女子組手 鈴木椛琳

5 年生男子組手 宇佐美飛羽 中学１年女子形 関澤愛莉

5 年生女子組手 岡本純奈 6 年男子組手 河野汰郎

6 年女子形 的場美空 中学１年男子形 内藤星那

5 年女子形 松本恋奈 6 年男子形 小西剛聖

5 年生男子形 今勇絆 6 年女子組手 前田望結

5 年生男子組手 武山侑雅 中学１年女子形 稲瑠岬

5 年生女子組手 竹綱万葉 6 年男子組手 井伊琳哉

6 年女子形 山岸瑠里 中学１年女子組手 福田歩生

5 年生男子形 渋谷晴翔 6 年女子組手 船水明莉

5 年生女子組手 葛原麻莉 6 年男子組手 田室光我

6 年女子形 高橋かなえ 中学１年男子形 山崎洸希

5 年生男子組手 島津日向 中学１年女子形 今富花怜

6 年男子形 佐竹隼 中学１年女子組手 別府光美
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中学１年女子組手 酒井ひな 中学 3 年男子形 吉田蒼一朗

中学１年男子組手 石井開土 中学 3 年女子組手 中山咲季

中学 2 年女子組手 日向七海 19-21 歳女子形 永田一紗

中学 2 年男子形 佐藤謙志郎 中学 3 年男子組手 相馬空

中学 2 年男子組手 高橋銀 19-21 歳男子組手 長尾浩平

中学１年女子組手 横坂おもと 中学 3 年男子形 瀬嵩浩平

中学 2 年女子形 駒井琴羽 中学 3 年女子組手 平野早紀

中学 2 年女子組手 新谷心 19-21 歳男子形 橋本有矢

中学 2 年男子形 岩渕凌 中学 3 年男子組手 相澤烈夏

中学 2 年男子組手 佐藤大斗 19-21 歳男子組手 豊田勇毅

中学１年男子組手 内藤星那 中学 3 年男子形 渡部魁心

中学 2 年女子形 佐藤夏鈴 中学 3 年女子組手 西本紗和音

中学 2 年女子組手 坂田楓実 19-21 歳男子形 中田匠

中学 2 年男子形 弓削諒兵 中学 3 年男子組手 大津貫太

中学 3 年女子形 金崎こころ

中学１年男子組手 永塚功透 中学 3 年男子形 橋本成矢

中学 2 年女子形 鈴木遥名 中学 3 年男子組手 稲田時希

中学 2 年男子組手 末武優征 19-21 歳男子組手 牧野樹

中学 2 年男子形 古賀大聖

NO PHOTO

NO PHOTO

19-21 歳女子形 奏乃英瑠

中学 3 年女子形 藤澤結峰

日本空手協会 世界選手権
日本代表選手団
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平成 29 年度春季国内外合同合宿 参加者インタビュー
2017 年 4 月 13 日ー 16 日会場：総本部道場

平成 29 年 4 月 13 日から 16 日にかけて、日本空手協会総本部道場において春季国内外全国合同合宿が開催
され、国内外から約 400 人が参加し盛大に行われた。

約 400 人が国内外から参加
　平成 29 年 4 月 13 日より 16 日、総本部主催の春
季合同合宿が約 400 名の参加を得て、盛大に行わ
れた。 
　今回は「鉄騎二段」「鉄騎三段」「明鏡」「抜塞
小」の各型に於ける立ち方、姿勢、技のコースや、
身体の使い方等をきめ細かく稽古。さらに「基本
組手」に於いて、間合い、技の入射角度、目付け、
拍子、間、心の在り方等、組手に必修とされる諸
要素が重点的に稽古された。
　金曜日に文京総合体育館で開催された審判講習
会では、組手試合に於ける「一本とは」形試合に
於ける「正しい挙動」「正しい緩急」等が指導、確
認された。 
　また、全参加者が 15 のグループに分かれ、各本
部指導員による得意型の指導。その後急遽、各本
部指導員による型演武が行われました。この突然
のサプライズに参加者全員多いに盛り上がりまし
た。
　昇段審査、各種資格審査等、今回も内容盛り沢
山の国内外合宿となった。

名前：エレーネ・コルスタッド
国籍：ノルウェー
道場：JKA NORWAY LURA KARATE CLUB
年齢：19 歳　段位：弐段

Q　空手歴は ?
A　14 年です。
Q　JKA の合宿への参加は何度目ですか ?
A　初めてです。日本に来たのも初めてです。
Q.　合宿に参加した目的はなんですか？
A　稽古そのものが楽しいし、より良い空手家
になりたいから
Q　この合宿のことはどうやって知りましたか？
A　ラーセン先生が教えてくれたので自分の空
手の技術を上げるために来ました
Q　将来の目標は？
A　できるだけ上手になりたい。指導者になっ
て他の空手家の成長の力になりたい。

名前：池田拓也　出身：
日本　道場：流山支部
年齢：38 歳　段位：参
段
Q　何回目の合宿です
か？ A　4 回目です。
Q　何を目的に？
A　協会の空手は統一

されていますが、教え方はその先生によって色々
な方法があると思います。自分の支部長以外の先
生から教えていただける機会なので、各先生方の
指導方法を習得する事と自分自身の技術向上の
為、参加しております。
Q　今回特に参考になった事は？
A　審判の練習を行う時間がない為、審判講習会
がとても練習になりました。ジェスチャーなどか
ら始まり、レベル別に分けて試合形式の講習が
あった事がよかったです。
また形は、細かく区切って繰り返し行い、ポイン
トを説明しながら進めてくださり形の意味（分解）
を指導してくださったところです。
Q　今後の目標を教えてください！
A　私が空手を始めたのは、2004 年の第 9 回松
濤杯争奪世界空手道選手権大会で椎名勝利師範の

「十手」を見た事がきっかけでした。「十手」は挙
動数こそ短いですが、とても難しい形です。難し
いほど、稽古のやりがいがあるため、今の目標は
基本練習を大切にし、「十手」をどれだけ演武で
きるかです。
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平成 29 年度小 ･ 中学生合宿
2017 年 3 月 25 日ー 26 日会場：総本部道場

平成 29 年 3 月 25 日から 26 日にかけて、日本空
手協会総本部道場において小 ･ 中学生合宿が開催
された。

約 250 人の小・中学生が参加
　小学生・中学生全国合宿が平成 29 年 3 月 25
日（土）、26 日（日）総本部道場において開催
され、小学生 135 名、中学生 87 名が参加した。 
　この合宿は、小・中学生の交流並びに、技術の
向上、形の統一を目的としており、各指導員が基
本・形・組手を細部に渡り丁寧に指導をおこなっ
た。
　参加者は目を輝かせて真剣な眼差しで指導員の
稽古を受講。また普段の稽古では会えない全国各
地の仲間との稽古も子供たちにとっては良い経験
となったのではないだろうか。
　稽古時間は午前と午後、3 時間に渡り行われ、
小学生・中学生ともに実りある合宿になった確信
する。
　来年度はより多くの参加者を期待したい。
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2017年海外指導予定と実績（3月〜7月）

2017 年新規加盟団体（1月〜 3月）

2017.03.07 〜 04.07
2017.04.15 〜 04.17
2017.04.18 〜 4.24
2017.04.20 〜 4.24
2017.04.26 〜 2017.05.04
2017.04.27 〜 5.3
2017.04.28 〜 05.01
2017.05.02 〜 05.07
2017.05.09 〜 05.16
2017.05.09 〜 05.16
2017.05.15 〜 05.21
2017.05.19 〜 05.22
2017.05.19 〜 05.28
2017.05.22 〜 05.29
2017.05.24 〜 05.30
2017.05.27 〜 05.31
2017.05.28 〜 6.17
2017.05.31 〜 06.7
2017.06.05 〜 06.12
2017.06.07 〜 06.12
2017.06.07 〜 06.13
2017.06.2 〜 06.4
2017.06.13 〜 06.23
2017.06.28 〜 07.02
2017.06.30 〜 07.02
2017.07.05 〜 07.09
2017.07.20 〜 07.23
2017.07.5 〜 07.9

大隈
今村・志水・大金
大隈
中
中・栗原
小倉、中
小倉・橋口・忠鉢
半崎・根本
大隈
高橋安起
小倉⇒高橋
椎名
井村
志水
栗原
椎名
大隈
志水
植木 ( 小山・長友 )
中
大坂・小林
中
志水
泉屋
小倉・栗原
中・大隈・忠鉢
半崎
今村・泉屋・高橋安起

茨城県
栃木県
神奈川県
三重県
福岡県
熊本県

（再開支部）
岐阜県

神栖支部
INOTEX・JAPAN 青空塾
秦野渋沢支部
伊勢南支部
スポーツクラブ NAS 博多
湯前支部
相良支部　神武館

加納高校

2017.2.23 新設
2017.1.17 新設
2017.3.21 新設
2017.2.20 新設
2017.3.13 新規
2017.1.10 新規
2017.1.10 新規

'17.3.30 再開

クウェート
ベルギー
ギリシャ ( ロードス島 )
インドネシア
ルーマニア
ルーマニア
イギリス
スロベニア
パナマ
ドイツ
インド
台湾
ガボン
メキシコ
ドイツ
福島
フランス
チェコ
コスタリカ ( アメリカ )
フランス
ノルウェイ
スペイン
オーストラリア
カナダ
ベルギー
チェコ
カナダ
アメリカ (NY)


