
 
 

 



大会次第                    Schedule  

11月 10 日（金）          

10:00～12:00 審判講習会 REFELEE SEMINARR         浦安総合体育館 第一武道場  

                         URAYASU SOGO GYM NO.1 

13:00～15:00 指導者講習会                       浦安総合体育館 第一武道場  

  INSTRUCTOR SEMINAR                 URAYASU SOGO GYM NO.1 

             

11月 11 日（土）  

7：30～  会場設営 SETTING MATCH AREA                  浦安総合体育館 メインアリーナ 

                                MAIN ARENA 

        

 

9:00  開会式 OPENＮING               浦安総合体育館 メインアリーナ

                                                 GYM MAIN ARENA

  黙想 礼法 SALTAITION 

気合太鼓 KIAI DRUM  

国歌斉唱 NATIONAL ANTHEM            

大会宣言 DECLARATION OF OPENING                      大会委員長 久高正光師範  

CHAIRMAN, MASAMITSU KUDAKA 

選手宣誓 OATH          細見陸人  RIKUTO HOSOMI    

笹木琴々美 KOKOMI SASAKI 

10:00  試合開始 SHIAI BIGIN 形競技 KATA 

       

12:00  昼食 LUNCH 

        

13:00  来賓祝辞 GUEST OF HONOR                    大会会長  衆議院議員 薗浦健太郎 

                   MEMBER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, KENTARO SONOURA  

   

特別師範演武 SPECIAL SHIHAN DEMONSTRATION 

形 分解組手 硬式コンタクト組手 空手活気術―柔法      

         KATA BUNKAI KUMITE KOSHIKI CONTACT KUMITE KARATE-KAKKI JUTSU-VITOROUS EXERCISE-SOFT WAY 

師範 久高正之空観 拳聖十段 DR.MASAYUKI KUKAN HISATAKA, KENSEI 10TH DAN 

師範 ジェフリイ・ヘンダーソン 錬士六段 DR. JEFFEREY S. HENDERSON RENSHI 6TH DAN 

師範 アンドリュー ・ライリー 錬士六段 ANDREW RILEY, RENSHI 6TH  Dan 

                          主席師範 久高正光 範士八段 MASAMITSU KUDAKA, HANSHI 8TH Dan  

                   師範 マイケル・コールマン 拳士四段 MICHAEL COLMAN, KENSHI 4TH  Dan 

 

13：00        組手試合 KUMITE SHIAI 

 

17:00  閉会式 CLOSING CEREMONY 

  

表彰 AWARDING                                   

大会総評  COMMENT      審判委員長 行方斉師範  DR. H .NAMEKATA, CHIEF REFEREE                                                        

黙想 礼法 SALTATION                              

万歳三唱  BANZAI    

写真撮影  PHOTGRAPHY       

                 

18:00～  懇親会 FRIENDSHIP DINNER        浦安市総合体育館 2Fカフェテリア 

                                                        CAFETERIA / ２ND FLOOR 
 



ご挨拶                      Greetings  

 

 

SUPER 空手道 ジュニア・ワールド・グランプリ 浦安大会の開催に際して 
 

President Kentaro SONOURA  Member of the House of Representatives  

 

大会会長 

 

 

内閣総理大臣補佐官 衆議院議員 薗浦健太郎 
                                                                                                     

SUPER 空手道ジュニア・ワールドグランプリ浦安大会が盛大に開催されますことお慶び申し上げます。 

開催にあたりご尽力されました関係各位のご努力に深甚なる敬意を表しますとともに、ご後援を賜りました浦安市を

はじめ、多くのご支援に心からの感謝を申し上げる次第です。 

本大会は、国境・団体・流派を超えて一堂に会し、怪我なく安全に試合をするという考えのもと、海外の加盟国からも

選手を招待し、未来を担うジュニアの親善試合、ホームスティ等、国際文化交流もその趣旨としております。 

私も、本年 7 月まで外務副大臣として日本外交の現場で働き、多くの国・地域を訪問させていただきました。その中で、

日本の伝統・文化を知っていただく事が、国際交流において非常に重要なことであったと実感しております。 

結びに、本大会に参加をされました皆様方のご健勝と、空手を通じて未来を担う子ども達が日ごろの鍛錬の成果を存

分に発揮し、良き交流の機会となる事を祈念いたします。 

 

 

 

内田悦嗣 

浦安市市長 

 
Etsushi Uchida 
Mayor of Uraysu City 
 

 

 

                                                                                                   

SUPER 空手道ジュニア WGP2017 世界文化交流フェスティバルが、昨年に続き、浦安市運動公園総合体育館で開催されま

すことを大変嬉しく思いますとともに、役員、選手の皆様には心から歓迎申し上げます。 

また、大会の開催にあたり、ご尽力されました役員、関係者の皆様には心より敬意を表します。 

本大会を主催されている NPO法人世界硬式空手道連盟におかれましては、青少年の健全な心身の育成年齢、地域を超え

た人的国際交流の促進を目的に活動をされていると存じています。 

空手道は武道として技術面はもちろんですが、心身を鍛錬し人間形成を図るものとして、世界中の多くの皆様に親しまれて

います。また礼に始まり、礼に終わる武道競技においては礼節を重んじることから、青少年の健全育成になることと大いに

期待しています。 

また、空手道をはじめとしたスポーツは、言葉の壁を越えた国際交流のツールにもなると感じています。現代はインターネッ

ト等を通じて、世界中の人々とコミュニケーションをとることが可能な時代ですが、今大会のように、国内外の選手が一堂に

会して、直に顔を合わせてスポーツで交流できることは、大変貴重で素晴らしいことです。 

こうしたことから、本大会をはじめとした貴連盟による様々な活動は、青少年の健全育成にとって、また、グローバル化が加

速するなか、大変意義深いものと感じています。 

選手の皆様が日頃の練習の成果を存分に発揮され、今大会が昨年度以上の素晴らしいものとなるよう期待するとともに、

空手道を通じて言語や宗教、文化の違いを超えた国際親善の輪が広がることを心から願っております。 

終わりに、ＮＰＯ法人世界硬式空手道連盟の益々のご発展と、役員、選手の皆様のご健勝、ご多幸を祈念いたしまして祝

辞といたします。 



ご挨拶                      Greetings  

 

総師範 久高正之空観 拳聖十段 

創始者 会長 世界硬式空手道連盟 

教授 琉球源流 少林寺流拳行館空手道 

学長 空手道大学 

 

Dr. Masayuki Kukan HISATAKA, KENSEI 10th DAN 

Founder, President, World Koshiki Karate-do Federation  

Head Professor, RYUKYU Original Style- SHORINJI RYU KENKOKAN Karate-do  

Rector, KARATEDO-UNIVERSITY 

 

                                                                                                     

ご来賓の皆様、師範、先生方、はじめ、若い選手諸君並びに観客の皆様、２０１７、SUPER 空手道ジュニアワールドグ

ランプリ並びに、公認世界硬式空手道連盟のセミナーを浦安市総合体育館に於いて盛大に挙行出来ますことを大変

嬉しく思います。これも諸先生方を始め皆様の硬式空手道に寄せられる、深いご理解とご支援の賜と、心より厚く御

礼申し上げます。 

硬式空手道は、人間力を鍛える青少年のための武道教育として世界の学校教育プログラムに採用を目指しておりま

す。今般、空手道大学の開設、モナークビジネススクールの協力を得て、スイス・日本・五大陸の各大学と提携して、

本格的に空手道の理論と実際の学術的な武道文化の研究を進め博士号・修士号等の学位授与を通じて指導者の養

成を目指しております。 

本大会出場の選手諸君は、日頃鍛錬した心・技・体を精一杯発揮されることを希望します。 

長年に渡り硬式空手道の発展と普及に献身的に努力され、今大会の組織運営にも多大な貢献をされた主な師範方

に、敬意と感謝を表します。 

 
It is with great pleasure that welcome all the Guests, Shihan , Sensis , young Athletes and Spectators to this 
prestigious Events.  
Super KOSHIKI Contact KARATE is the most advanced and the safest realistic means of KARATE competition, 
but it is also the most exciting and enjoyable system for the participants as well as for the spectators. Super 
KOSHIKI Contact KARATE Rules are most suitable for UNESCO Certified School Education Program and 
World Games as well as Olympic Fighting Sports as decisions are very clear and it is the most realistic and 
safest fighting system  
I would like to take this opportunity to announce the opening of “the KARATEDO--UNIVERSITY “work in closer 
cooperation with Monarch -University which providing Doctoral and Master Degrees for academic study and 
practice of true Karate do as a BUDO Culture at Switzerland , Japan , and thought out five Continents , This 
Karate-do University is the beginning of a long held dream of the several well-known BUDO- Ka in order to 
provide a venue for the truly higher academic advancement of Karate do in the truest sense and should be 
dedicated to produce many Karate-Ka at the highest quality , who can then, share their knowledge worldwide 
as well as a strong emphasis as I will be place on traditional  but non-martial Japanese arts , such ZEN 
-Meditation , Tea Ceremony , Moral / Ethics Study , Philosophy and others . I really hope you will lend your 
support for the success of this venture as it will be open to all people who concern with the development of 
themselves and their art culture.   
I sincerely hope that those who are participating in this prestigious Championship will compete at the 
outstanding level seen in any Olympic Sports by fully displaying your pride as a representative of your national 
organizations and the spirit, technique and physical prowess you have forged through your training. It is my 
desire that by building on the valuable experience and knowledge acquired through this Championship, you 
are truly the Winner, 
 I would like to express my most sincerely appreciate and great respect that It has been many years of the 
hard works and dedicated effort for popularizing and development of Super KOSHIKI Karate do throughout the 
world 

 



ご挨拶                      Greetings  

 

 

久高正光 

 

大会実行委員長 

NPO法人世界硬式空手道連盟 理事長 

少林寺流拳行館空手道 主席師範 

空手道大学 教授 

 

Prof. Masamitsu KUDAKA, HANSHI 8th Dan 

Chairman / World Koshiki Karatedo Federation   

                                                                                                     

 

SUPER空手道ジュニア ワールドグランプリ2年目の開催にあたりご尽力いただきました国内友好団体、指導者のご理

解とご協力に敬意を表しますとともに、ご後援を賜りました薗浦健太郎衆議院議員、ユネスコ協会連盟、浦安市をはじ

め、多くのご支援に心からの感謝を申し上げます。 

 

沖縄では空手のことをティーと呼びます。相手と戦って強い弱いではなく。真剣勝負、戦いから自分自身をコントロール

する術、生き残る術を学んだ上級士族の嗜みであったのです。 手はあの手この手という解釈でどの様にして自分の

人生を良くしていくか、そして健全な肉体にのみ健全な精神は宿ると言われるように、心と体を両方鍛えて優秀な人材

を育成したのが本質です。 

ティーが日本本土に輸出され、日本の武道と融合し世界へ発信されました。現在世界では多種多様なスポーツがあり、

オリンピックを通じてビジネス的にも発展を遂げました。空手道も2020年東京オリンピックの正式種目になり世界の注

目を浴びます。ただスポーツとしては観客には判定がわかりにくいということになるでしょう。 

 

厳しい社会に出る前に将来を担う若者に生き残る術をたたき込んだのが沖縄のティーであり、日本の武道であると思

います。空手道を活かしてしていくためには、今一度この教育的価値を見直し、学術的に認定された指導者を育成す

ることが今後の道であると信じております。 

 

空手道を通じて言葉はわからなくても心と体で交流する、お互いの文化を理解し相手を敬う心、感謝する心を大会を

通して学んで欲しいです。また、今大会に参加するジュニア選手たちには、空手道で鍛えた心身を活かし、将来自分

の専門分野おいて世界で活躍してほしいと願っております。 

 

 

 

 
It is great pleasure that we are holding the 2nd Super Karatedo Junior World Grand Prix in Urayasu. 
I really appreciate all Shihans and Senseis who support this event well. 
 
In Okinawa we call Karate ‘TE’. ‘TE’ means hand.  Karatedo is not just sports but I believe the way of life. They  
learn the real fighting and at the same time how to survive and make their life better, controlling themselves 
apart from win or lose.  Thus they had have trained their both mind and body though ‘TE’. This philosophy we 
have to take over and pass to the next generation.  As ‘TE’, Koshiki Karatedo is to make junior students 
human asset who has healthy mind & body and is able to contribute to the society. 
 
Now we start academic way of Budo, I will keep research educational value of Karatedo.  In the near future we 
hope to provide certified Instructors, referees and coachs all over the world, and teach Koshiki Karatedo as 
educational sport for youth. 
 
Through this event, all junior students can learn respect, manners, and friendship and understand each other 
beyond the culture, rereign, race, country, and styles. This is why we call this Karate event ‘SUPER 
KARATEDO’. 

I hope everyone try their best. GANBAROU！ 

 

 



ご挨拶                      Greetings  

 

 

Philippe Nadeau, Shihan 
Hanshi, 8th Dan Koshiki Karatedo 
Kyoshi, 7th Dan Shorinjiryu Kenkokan Karatedo 
Executive Member, World Koshiki Karatedo Federation 
General Secretary, Pan American Karatedo Association 

 

Co-President & General Secretary, Canadian & Pan American Koshiki & Shorinjiryu 
Kenkokan Karatedo Associations 

 

 

 

                                                                                                   

On behalf of the Canadian Shorinjiryu Kenkokan & Koshiki Karatedo Associations, it is my great pleasure to send 
my heart felt congratulations to the members of the Super Karate-do World Grand Prix, WKKF Seminar to be held in 
URAYASU CITY, Japan on November 10th & 11th 2017 
 
I am convinced that the efforts deployed by the members of the organizing comity will make this event a unique 
showcase for Super Karatedo (Koshiki Karatedo) as we seek recognition by UNESCO as and educational program 
for the World’s youth allowing them to work together for the benefit of their community, nation and world as well a 
recognition by the Sports Accord organization. 
 
As one of the initial founding countries of the World Koshiki Karatedo Federation, Canada has been, from the onset, 
a very strong supporter of Koshiki Karatedo since the very first World Koshiki Karatedo Championships held in the 
early 1980s in Japan and has itself hosted 3 World Championships, the most recent one in July of this year in 
London, Province of Ontario as well as one World Cup Championship. 
 
On behalf of the members of the Canadian and Pan American Koshiki Karatedo Association I would like to express 
how proud we are to be members of the World Koshiki Karatedo Federation as well as extend our sincere 
congratulations to the organizing committee members for their hard work in putting together this event, to So Shihan 
Masayuki Kukan Hisataka our deep gratitude for his unrelenting guidance and to Hanshi Masamitsu Kudaka, our 
gratefulness and recognition for all of the youthful ardor he has been devoting towards expanding the WKKF around 
the world and continuing the work of his father.  
 
Lastly, to the participant, may all of your training in preparation for this tournament find its reward. 
 
Respectfully yours 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ご挨拶                      Greetings  
 

経営学博士  行方 斉 

教士 7段  拳行館本部 

Dr. Keith H. Namekata 

7th Dan, Kyoshi. 

Shorinjiryu Kenkokan Honbu Dojo 

 

 

 

                                                                                                     

ご挨拶 

2017 スーパー空手道ジュニア世界グランプリにご参加頂いた来賓の皆様、師範、先生、そして競技者の皆様に歓迎

と感謝の意を表します。 

硬式空手道は、競技者が怪我の心配なく、スーパーセーフ安全防具を用いる事により、全力で突き技、蹴り技、打ち

技を用いる事ができる画期的な競技方法です。 

また、スーパーセーフを用いる事により、近代スポーツとしての空手を通じて、 

心、技、体を鍛える事ができます。 

硬式空手道を通じて、真の武道精神に則り、国際交流、友情を育むことに感謝申し上げます。 

 

GREETINGS  
It is a great pleasure to welcome all the guests, Shihans, Senseis and participants to the 2017 Super Karatedo 
Junior World Grand Prix.  
Koshiki Karatedo is a competition system which allows participants to compete without fear of injury and still execute 
full power punching, kicking, striking, and other ate-waza techniques by using the Super-Safe equipment. 
By wearing the Super Safe body protector, it is possible to truly train “Shin (Mind)”, “Gi (Technique)” and “Tai (Body)” 
in Karate as a modern sport. 
I thank you all of you for personally contributing in the true spirit of BUDO and for helping to develop International 
friendship and relations through Koshiki Karatedo. 

 

 

  

Prof. Dr. Jeffrey Henderson, D.Phil. 

Monarch Business School Switzerland 

Dean of the Faculty – Head of the Academic Council & Professor of Business Ethics 

 

Shihan Renshi 6th Dan WKKF 

Shihan Renshi 6th Dan Shorinjiryu  

 

 

 

                                                                                                    

Dear Participants, 
Let me welcome you to the Super Karate-do World Grand Prix tournament. It is always a pleasure to welcome 
students from around the world. The purpose of the Grand Prix is to test one's skill in Karatedo but more importantly 
it is meant to bring people together from around the world in peace and friendship. This is the ultimate purpose of 
Karatedo: to bridge the gap between people and communities through our shared interest of karatedo studies. 
When we interact with people from abroad it changes our thinking for the better. We learn about the challenges they 
face and about their dreams and aspirations. By doing so we are able to see that in many ways they are the same as 
we are. And by seeing that they are like us we grow as as individuals and as communities and peace and friendship 
flourishes. I wish you all the very best for the competition and hope that you too make new and long-lasting 
friendships. 
 
Arigato-Gozaimasu 
 

 



ご挨拶                      Greetings  

 

 

 

 

 

大沼榮廣  

NPO 法人 総合武道 拳聖   

代表師範 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

SUPER 空手道ジュニアワールドグランプリが本日開催されますことを心よりお祝い申し上げます。硬式空手道は防具を装

着し、ただ当てるのではなく「打ち込む」「蹴り込む」がルールであります。この当たり前の考えが全国で開催されている他団

体の硬式空手道大会ではなされて無い様に見えてなりません。空手道は「武道」であり「格闘技」であるという理念の元に硬

式空手道ルールを考案した創始者久高正之空観先生、国内はもとより海外への普及に努力している久高正光先生には敬

意を表しますと共に、武道空手の持つ「品格 精神」「心技体」が一体となり見るものに多くの感動を与えてくれる様な真の

「硬式空手ルールの試合」又選手を共に育成していきたいと思います。 

2020 年東京オリンピックの公式競技として空手道が開催されます。空手道が継続開催されればその過程でルールや様々

なことが進化や変化を余儀なくされることと思います。このような進化・変化に対応し空手道を発展させていけるよう 今大

会に出場する若い世代には期待しております。最後に本大会が「国際交流」「硬式空手道の発展」に寄与し皆様の良い思

い出として心に刻まれますことを祈念申し上げ祝辞とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

空手道剛柔流 練正館  

館 長  栗田 正英 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

「スーパー硬式空手、ジュニア・グランプリ」が盛大に開催されますこと心よりお慶び申し上げます。  

日本の伝統武道である空手道は身体を鍛えるだけでなく礼節を重んじた稽古を行う事により人間形成を図ることが出来る

素晴らしい武道です。  

また硬式空手道は世界各国で広く普及しているところで顔面を保護する面や胴を使用する事によって安全性も確保され判

定も明確に出来る格技スポーツであります。  

参加される皆様方に於かれましては日頃の成果を如何なく発揮され正々堂々と戦って頂きたいと思います。  

最後になりましたが、本大会のご成功とご出場の皆様並びに関係各位の方々のご健闘と益々のご活躍を祈念し、挨拶とい

たします。平成 29 年 11 月 1 日 

 

 



ご挨拶                      Greetings  

 

  

 

 

與儀會舘 沖縄総本部 

会長 與儀 清 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

SUPER 空手道ジュニア・ワールドグランプリが盛大に開催されますこと、心よりお祝い申し上げます。 

安全で判定のわかりやすい硬式フルコンタクト空手道は、偉大なる久高正之空観先生の長年にわたる地道な努力、

忍耐、探究心により日本はもとより、今や世界にも羽ばたき、空手道の発展飛躍の結晶であります。 

私共後輩は我が郷土の大先達、久高正之空観先生を、良き見本、手本、道標べとしてさらに精進いたす所存でご

ざいます。 

終わりに今大会のご成功と、参加選手の皆様のご健闘を心よりご祈念申し上げ、ご挨拶とかえさせていただきま

す。 

 

 

 

 

 

Shihan Andrew Riley 
5th Dan Shorinjiryu Kenkokan Karate-Do 
6th Dan World Koshiki Contact Karate-Do Federation: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
Dear Senior officials, Sponsors and WKKF competitors  
 
First I would like to congratulate So-Shihan Masayuki Hisataka and Hanshi Masamitsu Kudaka on this Junior World Grand 
Prix tournament and the UNESCO education instructors seminars. These events will be of the highest level from organizing, 
to the level of skill shown by the junior competitors of this World Cup Grand Prix. This event will be a platform for the leaders 
of tomorrow to develop and test their skills but more importantly build international friendships that will last a lifetime. The 
WKKF has always had the Bun Bu Ryo do, mentality on educating and developing strong and well rounded Karate-Ka and 
this is another example of their dedication to the future of Koshiki Contact Karate-Do  
 
Also the Australian Koshiki Contact  Karate-Do Federation would like to congratulate So-Shihan Masayuki Kukan Hisataka 
on his 77th Birthday. So-Shihan has always demonstrated that Karate-Do is a life time of study and training. He continues to 
demonstrate true Budo even at this senior age. 
 
Finally I would like to on the behalf of the Australia Koshiki Contact wish all the junior athletes all the best and wonderful 
experience at this World Cup Grand Prix tournament. 
 
Best Regards  
 

 



 



 
 



 



 
 
 



ご挨拶                      Greetings  

 

 

Shihan Michael Coleman Kenshi 4th Dan.   

 

 

 

                                                                                                     

I would like to warmly welcome all the participants of our Super Koshiki Karate,Junior World Grand Prix in 
Urayasu,Japan.  I look forward to meeting everyone and I hope you have a very meaningful experience that will 
help you in your Karatedo journey. 
This year we are happy to announce the establishment of our Karatedo University.  We hope to be able to reach all 
that want to learn more about our BUDO philosophy via  the internet. Videos of Kata, Kumite, etc, will be available 
24/7.  We are working on various programs to develop a deeper understanding of the “Way” rather then just the 
hard fighting side of Karatedo that we all love.    Our hope is to be able to continue training well into old age.  We 
want to retain our older members because they have  the knowledge. We have developed a program 
(KARATE-KAKKI JUTSU ) to help maintain physical and mental strength.  Its important to stay active. We are 
developing programs/routines that almost anyone will be able to do in some form well into old age.  Because one 
day we will all reach this stage in our lives, if we are lucky.  I hope you have a chance train at the Hombu Dojo in 
Waseda while you are here in Japan. It has a lot of history.  
And thank you again for your support.   

 
 
 
 

Osmaine Maiga 
 
Mali Koshiki Karatedo Association and all West African Koshiki Karatedo Association 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
it is a great pleasure for me to express my congratulations to WKKF and the organizing committee of Super Karate-do Junior  
World Grand Prix, WKKF Seminar  from  10th-11th of November, 2017 at the Urayasu city Gymnasium, Chiba JAPAN. 
My deepest and grateful thanks to Hanshi Masayuki KUKAN HIATAKA  10th DAN Kensei , Founder & Chairman World Koshiki 
Karatedo Federation for leading this great organization with tremendous ambitions for youth and the human development, by 
promoting friendship and sport in a total worldwide grouping of BUDO  through the five continent. The hard working and great 
conviction of Shihan Masamitsu Kudaka 8th DAN Hanshi Deviser World Super Karatedo  Association, give hope to all the 5 
continents, specially African Countries for the future of Super Karatedo in schools program and. 
By the way, i hope followed aims will be reached: 
 (1) To make Super Karate-do (Koshiki Contact Karate-do) part of the School Education Program for training the world’s youth. 
 (2) Aiming to join “Sports Accord” with recognition of Super Karate-do as a safe and clearly judged modern sport.  
(3) To contribute Super Karate-do as a BUDO working towards world peace and friendship.   
(4) Through Super Karate-do(Koshiki Contact Karate-do) training and tournaments, we aim to develop and sustain people who 
work together for the benefit of their community, their nation, and the world. To this end, Karate Kids from five continents will 
gather in JAPAN for a friendship tournament including an international championship. 
I express my gratitude to all Shihan and sensei, contestants and all representatives who attended this prestigious event.  
Super Karatedo is the most realistic system of competition which will give more excitation and opportunity to contestants to test 
their practice safely by improving technic and individual development. 
I hope this event will enhance the historical friendship, will definitively introduce Super Karate do in the five Continents as a part 
of school program. 
Best wishes and welcome to all participants and hope all will enjoy this Special event. 
 
Thank You            



 

 

   

大会名誉会長 原田義昭   

    

大会名誉顧問 久高正之   

    

大会会長 薗浦健太郎   

    

大会実行委員長 久高正光   

    

大会実行委員会 菊地信弘 拳趾流菊地塾 打田直寛 拳誓会 栗田正英 剛柔流練正館 

 坂上晋山 晋武会 大沼榮廣 拳聖空手 高橋勲 青風会館 

 宍戸正明 正闘塾 大沼昌幸 拳聖空手 大谷龍徳 修徳会 

 山脇研吾 錬武舘流真錬会 吉田統光 剛柔流練正館 角田宜優 濱凬會 

    

大会競技委員長 行方斉   

    

大会審判委員長 坂本幸男   

    

大会審判員 大沼昌幸 大沼悠貴 Andrew Riley 

 MICHAEL COLMAN 山本大輔 川島知紀 

 Jeffrey Henderson 吉田司 橋本秀昭 

    

    

大会競技委員 少林寺流拳行館 父兄会  

    

 ネパール硬式空手道連盟 Kaji Man Shrestha Bir Krishna Maharjan 

 Jhalak K.C Krishna Bahadur KC Ran Bahadur  Bogati 

 Shristy  Pun Ram  Das Gopali Raj Kumar  Tamang 

 Yam  Bahadur  Khatri     

    

 パキスタン硬式空手道連盟 SYED SAKHAWAT ALI RUKHSAR MEHMOOD 
QURESHI 

 MUHAMMAD ANIS KHAN   

    

 ジョージア硬式空手道連盟   

    

大会ドクター  （学）近畿医療専門学校   

    

後援・協賛 日本ユネスコ協会連盟 浦安市 浦安市教育委員会 

 うらやす財団 日刊スポーツ新聞社 浦安観光コンベンション協会 

 沖縄県硬式空手道連盟 愛知県硬式空手道連盟 株式会社国際環境保全 

 十和建設株式会社 東京ベイ舞浜ホテル オリオンビール 

    

   順不同 

    

    

    

    

大会役員                  Officials     



                                                                

ルール                            Rules  
 

形競技 

得意形  項目により 1 点から 5 点まで加点で審判団による総合点  

目付 呼吸 力の強弱 技の緩急 体の伸縮 気合 礼法 突き 蹴り 鍛錬度合 

 

 

組手試合  

技有り  安全防具の上に的確にコントロールされた技が入ったとき。  

 

 面 【上段】 胴 【中段】 

突き技、打ち技 【手技】 1 ポイント 1 ポイント 

蹴り技 【足技】 2 ポイント 2 ポイント 

 

一本勝ち 

安全防具の上に的確にコントロールされた威力ある技が、充実した気迫と、適正な間合いで入り、 

相手を完全に制したとき 

・ 安全防具の上に入った攻撃によってアンバランスな状態になったとき、倒れたとき、戦意喪失したとき、 

試合続行に危険があると審判が判断したとき。 

・ 足払い、投げ技等によって相手を完全に制御した状態で、コントロールされた技が入ったとき 

・ 連続して 3 本以上の技が入り、相手が反撃できなかったとき 

判定 

時間内に一本が決まらぬ場合は、技有り（ポイント）の有無と多少により、優劣が決められ、「判定」になります。  

技有り（ポイント）が同数、あるいはどちらもない場合は、「引き分け」となり、延長戦となります。  

延長戦でも「引き分け」になった場合、再延長、先取り一本勝負となります。 

試合時間 （一本勝負）                       主審             副審 

                     

成人男子 3 分 

成人女子 2 分 

中･高校生 2 分 

小学生 1 分 30 秒 

 

 

 

 

 



Aコート Bコート Cコート

小学校低学年形 小学校高学年形 小学校中学年形
中学生　形 高校生形　

小学校低学年組手女子 小学校中学年組手女子 小学生中学年組手男子
小学校高学年組手男子 小学校低学年組手男子
高校生組手女子 小学校高学年組手女子
高校生組手男子 中学生組手女子

中学生組手男子  

小学校低学年 形競技     

     

93 Aarav Jha 少林寺流拳行館豊洲   

61 坂本安里紗 少林寺流拳行館拳師会   

81 ビヌラワニガバドゲ 少林寺流拳行館新浦安  

89 三橋幹太 少林寺流拳行館豊洲  

111 河野圭太 少林寺流拳行館お台場   

32 髙橋和匠 日本空手道晋武会   

33 眞野稜睦 日本空手道晋武会   

16 佐久間啓太 拳趾流 菊地塾   

90 Saatvik Singh 少林寺流拳行館豊洲   

92 Gautham Bellam 少林寺流拳行館豊洲   

75 宗岡龍平 少林寺流拳行館船橋   

98 石橋杜和 少林寺流拳行館幕張   

112 巻田大惺 少林寺流拳行館五反田   

114 鵜飼倫成 少林寺流拳行館五反田   

84 廣山新菜  少林寺流拳行館豊洲   

91 Sonia Mishra 少林寺流拳行館豊洲   

67 石井夕海 少林寺流拳行館船橋   

     

小学校中学年 形競技      

      

102 佐瀬雅博 少林寺流拳行館幕張    

101 阿部俊也 少林寺流拳行館幕張    

103 山田俊奇 少林寺流拳行館幕張    

17 佐久間信乃介 拳趾流 菊地塾    

113 栗尾幸多郎 少林寺流拳行館五反田    

3 西澤太壱 青風会館    

56 坂本義幸 少林寺流拳行館拳師会    

57 吉成譲       少林寺流拳行館拳師会    

58 松阪泰陽 少林寺流拳行館拳師会    

59 大平壮琉 少林寺流拳行館拳師会    

97 石橋祐芽 少林寺流拳行館幕張    

60 友野湖斗 少林寺流拳行館拳師会    



73 佐野正宗 少林寺流拳行館船橋    

4 横尾空       青風会館    

2 西脇櫂       青風会館    

31 川北翔大 日本空手道晋武会    

47 只野耀也 拳聖空手    

96 川村虎路 少林寺流拳行館幕張    

30 髙橋珂音 日本空手道晋武会    

68 国立幸佐 少林寺流拳行館船橋    

85 廣山登威  少林寺流拳行館豊洲    

9 佐々木空海 勝空会    

82 奥山 瑞生 少林寺流拳行館豊洲    

86 小早川蓮 少林寺流拳行館豊洲    

87 涌井匠       少林寺流拳行館豊洲    

88 三ツ橋柚羽 少林寺流拳行館豊洲    

106 大田航士郎 少林寺流拳行館お台場    

72 金子友利渚 少林寺流拳行館船橋    

100 山下結生 少林寺流拳行館幕張    

41 大久保祐 国際空手道修徳会    

94 深谷凛空 少林寺流拳行館幕張    

69 久高愛莉 少林寺流拳行館船橋    

48 宮城愛美 拳聖空手    

99 田島悠永 少林寺流拳行館幕張    

      

小学校高学年 形競技     

     

19 楚添業       拳趾流 菊地塾   

74 長島光汰 少林寺流拳行館船橋   

153 Amritvir Singh インド硬式空手道連盟   

76 福田凛太郎 少林寺流拳行館船橋   

154 Amit Kawariya インド硬式空手道連盟   

18 原健琉       拳趾流 菊地塾   

23 須田爽人 錬武舘流真錬会   

83 奥山聖也 少林寺流拳行館豊洲   

28 滝川愛斗 日本空手道晋武会   

20 矢吹滉雅 拳趾流 菊地塾   

29 髙橋大和 日本空手道晋武会   

55 陣内帝将 少林寺流拳行館拳師会   

71 下市帆流 少林寺流拳行館船橋   

104 河口実奏 少林寺流拳行館お台場   

110 河野大成 少林寺流拳行館お台場   

95 深谷翔希空 少林寺流拳行館幕張   

70 杉江翼       少林寺流拳行館船橋   



中学生 形競技     

     

40 大久保峻 国際空手道修徳会   

115 奥山晴       少林寺流拳行館拳師会   

39 中森七海 拳聖空手   

21 菊地悠冴 拳趾流 菊地塾   

5 中村勇貴 青風会館   

27 冨田祥太 日本空手道晋武会   

78 大類琉       少林寺流拳行館新浦安   

25 川北裕大 日本空手道晋武会   

80 笹木琴々美 少林寺流拳行館新浦安   

26 冨田悠介 日本空手道晋武会   

105 大田凌太郎 少林寺流拳行館お台場   

108 細見遼太 少林寺流拳行館お台場   

 

高校生 形競技     

     

6 廣越海音 K-1 ジム 相模大野 KREST   

109 長谷部言也 少林寺流拳行館お台場   

79 笹木美穂 少林寺流拳行館新浦安   

35 吉田開威 剛柔流練正館   

24 長島瑠葵 日本空手道晋武会   

53 大澤雄斗 少林寺流拳行館拳師会   

54 大澤彩花 少林寺流拳行館拳師会   

107 細見陸人 少林寺流拳行館お台場   

12 小野寺喜香 空手道正闘塾   

 

 
http://towagp.com/ 



小学校低学年　組手試合　男子

92 Gautham Bellam 少林寺流拳行館豊洲 1
32 髙橋　和匠 日本空手道晋武会

8
75 宗岡龍平 少林寺流拳行館船橋 2
50 大友摩那斗 拳聖空手

12
114 鵜飼倫成 少林寺流拳行館五反田 3
81 ビヌラ　ワニガ　バドゲ 少林寺流拳行館新浦安

9
89 三橋幹太 少林寺流拳行館豊洲 4
16 佐久間啓太 拳趾流　菊地塾

14

93 Aarav　Jha 少林寺流拳行館豊洲 5
98 杜和 石橋 少林寺流拳行館幕張

10
111 河野圭太 少林寺流拳行館お台場 6
33 眞野　稜睦 日本空手道晋武会

13
49 大川原蓮音 拳聖空手 7

112 巻田大惺 少林寺流拳行館五反田
11

90 Saatvik Singh 少林寺流拳行館豊洲
1時間5分  

小学校低学年　組手試合　女子

61 坂本安里紗 少林寺流拳行館拳師会 1
84 廣山 新菜 少林寺流拳行館豊洲 3

91 Sonia Mishra 少林寺流拳行館豊洲 2
67 石井 夕海 少林寺流拳行館船橋

15分  

 

小学校中学年　組手試合女子

69 久高愛莉 少林寺流拳行館船橋 2

97 祐芽 石橋 少林寺流拳行館幕張 1
60 友野湖斗 少林寺流拳行館拳師会 4

48 宮城愛美 拳聖空手 3
72 金子友利渚 少林寺流拳行館船橋

20分  

 

 

 

 



小学校中学年　組手試合男子

99 田島悠永 少林寺流拳行館幕張
15

31 川北　翔大 日本空手道晋武会 1
82 奥山 瑞生 少林寺流拳行館豊洲

23
57 吉成譲 少林寺流拳行館拳師会 2
73 佐野正宗 少林寺流拳行館船橋

16
17 佐久間信乃介 拳趾流　菊地塾 3

103 山田俊奇 少林寺流拳行館幕張
27

4 横尾空 青風会館 4
101 阿部俊也 少林寺流拳行館幕張

17
47 只野耀也 拳聖空手 5

106 大田航士郎 少林寺流拳行館お台場
24

2 西脇櫂 青風会館 6
86 小早川蓮 少林寺流拳行館豊洲

18
41 大久保祐 国際空手道修徳会 7
85 廣山登威 少林寺流拳行館豊洲

29

94 深谷 凛空 少林寺流拳行館幕張
19

59 大平壮琉 少林寺流拳行館拳師会 8
113 栗尾幸多郎 少林寺流拳行館五反田

25
68 国立 幸佐 少林寺流拳行館船橋 9
58 松阪泰陽 少林寺流拳行館拳師会

20
3 西澤太壱 青風会館 10

88 三ツ橋柚羽 少林寺流拳行館豊洲
28

87 涌井匠 少林寺流拳行館豊洲 11
96 川村 虎路 少林寺流拳行館幕張

21
102 佐瀬雅博 少林寺流拳行館幕張 12

9 佐々木 空海 勝空会
26

30 髙橋　珂音 日本空手道晋武会 13
56 坂本義幸 少林寺流拳行館拳師会

22
100 山下 結生 少林寺流拳行館幕張 14
162 朝妻諒真 拳誓会

2時間20分

 

 

 



小学校高学年　組手試合女子

104 河口実奏 少林寺流拳行館お台場

162 朝妻咲香 拳誓会

 

 

小学校高学年　組手試合男子

36 後藤大昴 剛柔流練正館
4

76 福田凛太郎 少林寺流拳行館船橋 1
153 Amritvir Singh インド硬式空手道連盟 12

18 原健琉 拳趾流　菊地塾 5
110 河野大成 少林寺流拳行館お台場

16
7 中野雄斗 無所属 6

55 陣内帝将 少林寺流拳行館拳師会
13

20 矢吹滉雅 拳趾流　菊地塾 2
70 杉江翼 少林寺流拳行館船橋

7
28 滝川　愛斗 日本空手道晋武会

18

19 楚添業 拳趾流　菊地塾 8
71 下市帆流 少林寺流拳行館船橋

14
23 須田 爽人 錬武舘流真錬会 9
74 長島光汰 少林寺流拳行館船橋

46 山家一路 拳聖空手 17
10

83 奥山 聖也 少林寺流拳行館豊洲 3
154 Amit Kawariya インド硬式空手道連盟 15

95 深谷 翔希空 少林寺流拳行館幕張 11
29 髙橋　大和 日本空手道晋武会

1時間半  

 

中学生　組手試合女子

39 中森七海 拳聖空手 1
80 笹木琴々美 少林寺流拳行館新浦安

2
8 中野遥

15分  

 



中学生　組手試合男子

25 川北裕大 日本空手道晋武会
3

115 奥山晴 少林寺流拳行館拳師会 1
5 中村勇貴 青風会館 7

40 大久保峻 国際空手道修徳会 4
108 細見遼太 少林寺流拳行館お台場

9

26 冨田悠介 日本空手道晋武会 5
78 大類琉 少林寺流拳行館新浦安

8
105 大田凌太郎 少林寺流拳行館お台場 2
21 菊地悠冴 拳趾流　菊地塾

6
42 石川蓮太 国際空手道修徳会

50分  

 

高校生　組手試合女子

54 大澤彩花 少林寺流拳行館拳師会
2

11 森谷円香 空手道正闘塾 1
79 笹木美穂 少林寺流拳行館新浦安

15分  

 

高校生　組手試合男子

35 吉田開威 剛柔流練正館
4

53 大澤雄斗 少林寺流拳行館拳師会 1
45 須田祐斗 拳聖空手

6
107 細見陸人 少林寺流拳行館お台場 2

6 廣越海音 K-1ジム　相模大野　KREST
5

51 山家巧輝 拳聖空手 3
109 長谷部言也 少林寺流拳行館お台場

35分  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

有害物質処理技術の開発、ダイオキシンを出さない新しいごみ焼却装置の考案、土壌

汚染処理システムや放射性物質分離システムの開発等を中心に、多くの環境問題、

ゴミ問題を解決する新しい技術・システム開発に取り組んでおります。 

 

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-11-3 

TEL：03-3461-0071  FAX：03-3463-1311 

代表取締役社長 鶴田 久雄 

 

http://www.ipe.jpn.com 



祝 SUPER 空手道ジュニアワールドグランプリ 

沖縄県硬式空手道連盟 

真謝喜八郎  狩俣重三 

沖縄県八重山郡与那国町与那国 437-17 TEL：0980-87-2402  

aratake@yonaguni.jp  www.yonaguni.jp 

祝 SUPER 空手道ジュニアワールドグランプリ 

正照会館 

平野輝男 常重夫 

〒446-0052 愛知県安城市福釜町蔵前 77-16 

TEL：0566-76-0315 

祝 SUPER 空手道ジュニアワールドグランプリ 

NPO 法人 総合武道 拳聖   

代表師範 大沼榮廣 

師範 大沼順 麻生広美 大沼昌幸 山家正之 

宮城県苅田郡蔵王町宮川田上 22 TEL：0224-32-3255 

 

 

 

 

 

 

mailto:aratake@yonaguni.jp
http://www.yonaguni.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 
ASIA PACIFIC EURO 

Andrew Riley Australia Rui Rebeiro Portugal 

Masaaki Enomoto New Zealand Luis Pres Santiago Spain 

Masamitsu Kudaka Japan Mamadou Diallo Switzerland 

Joseph Lee Hong Kong Olaf Lotze Germany 

Rasheed Younas Pakistan Ciaran Mitchell England 

Parmod Chand India Mick Golden Wales 

Ruwan Satharasinghe Sri Lanka Duchyant Sharma Scotland 

Neoh Then Hock Malaysia Peter Lerk Netherlands 

Hiroshi Hisataka Indonesia Mohamed Belalia France 

Aslan Hadisi Iran Alexander Filyushkin Russia 

Milan Shrestha Nepal Francesca Marra Italy 

ARAB Talib Berzigiyarov Azerbaijan 

Nizar Hakim U.A.E. Kakha Basilia Georgia 

AFRICA Leonid Timokin Ukraine 

Ayad Dekkar Algeria Zydrunas Budrys Lithuania 

Osmane Maiga Mali PAN AMERICA 

Coulibaly Daouda Cote d'Ivoire  Philippe Nadeau Canada 

Imtiaz Abudulla South Africa  Mega Martinez USA 

Dieynaba Coly Senegal Kunio Tanabe Venezuela 

 

NPO 法人 世界硬式空手道連盟 

〒162-0044 東京都新宿区喜久井町 20 

Tel/Fax:03-3203-5765   

 

World Koshiki Karatedo Federation 

20 Kikui-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 1620044 

wkkf@koshiki.org 

 

w w w . k o s h i k i . o r g  


