
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 ：                           後援 ：       少林寺流拳行館空手道総本部 



 

大会次第                    Schedule  
令和３年１２月１９日（日）         

9:30  開会式 OPEＮING         中央区スポーツセンター 第 1 武道場 

  黙想 礼法 SALUTAION 

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  

CHAIRMAN, MASAMITSU KUDAKA 

選手宣誓 OATH               

10:00  試合開始 SHIAI BIGIN 形競技 KATA 

12:00  昼食 LUNCH 

12:30       特別演武 SPECIAL DEMONSTRATION 

少林寺流拳行館空手道総本部  SHORINJIRYU KENKOKAN KARATEDO HOMBU 

DEMONSTRATION                 

13：00        組手試合 KUMITE SHIAI 

16：00  閉会式 CLOSING CEREMONY 

表彰 AWARDS CEREMONY                                  

大会総評  COMMENT                                                              黙想 礼法 

SALUTAION                                

写真撮影  PHOTOGRAPHY       

                   

 

 

大会会長 久高正之空観 世界硬式空手道連盟 会長  

大会実行委員長 久高正光 世界硬式空手道連盟 理事長  

大会実行委員会 菊地信弘 拳趾流 菊地塾  

 小野哲志 精武会  

 角田宜優 浜風会はまっこ道場  

大会競技委員長 坂本幸男 世界硬式空手道連盟 理事  

大会審判委員長 行方斉 世界硬式空手道連盟 理事  

大会審判員 MICHAEL COLEMAN 世界硬式空手道連盟 理事  

大会競技委員 少林寺流拳行館総本部 少林寺流拳行館拳師会 少林寺流拳行館振武会 

後援・協賛 SKY GROUP Holdings  

麻生義継 

㈲入船サーウエス与那国

真謝喜八郎 

ファームドゥ㈱ 

岩井雅之 

 正照宮国祷寺 水上日護 正照会館平野輝男 常重夫 眞野郁夫 

 少林寺流拳行館空手道 アサワワールド株式会社 東京工業大学  

 モナークビジネススクール 琉球大学  東京堂インターナショナル 

  Kenji Martial Arts 空手道大学 ㈱ウイニング 

 飯髙のぞみ ㈱ジー・アイ 山田幸治 渡辺和之 永信商事㈱ 

 林五月 ㈱コラジー・ギフ 宮坂徽章 お弁当四季 

 ロイヤルグリーン CBD 

小原みどり 

ヘリオス酒造 松田亮  

大会役員                  Officials     



                                                

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 

館長 少林寺流拳行館空手道総本部 

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 

 

                                                                                                     

硬式空手道ジュニア親善大会の開催、並びに２０２１年の納会稽古が行われることが出来誠にうれしく思います。 

コロナのような苦難の時に、打ち勝つには自分自身を律し、不撓不屈の精神力を養い、肉体を鍛錬し、免疫力を高めるこ

とが大切です。 

 

世界硬式空手道連盟には世界 5 大陸に渡って活躍している多くの模範となる師範、先生方がおります。また再会して切

磋琢磨し交流する日が来るまで 国内の会員の指導力の向上、選手強化に集中し、空手発祥の地沖縄での研修を視野

に入れ 国際舞台で活躍できる日本人を育てていきたいと考えます。 

 

世界初の空手道大学は、人間力を鍛える青少年の為の武道教育としてモナーク経済大学の学長ジェフレイー・ヘンダーソ

ン博士の献身的な指導協力を得て、五大陸の大学と提携し、空手道の理論と実践の学術的な武徳文化の研究を進め、

博士号、修士号、学士号の専門学位授与を通じて、国際的な教育者の養成を行っていきます。 

 

この大会に出場の選手の皆様も、空手道の教授・指導者を目指して大いに精進されることを願っています。今大会で思う

存分実力を発揮して戦ってください！ 

 

最後になりましたが、長年に渡り硬式空手道の指導・発展・普及に、献身的に努力され、この困難な時期に打ち勝ち、今

大会と納会稽古の組織運営にも多大な貢献された日本の主な師範、先生方に敬意と感謝を表します。合掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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   

                                                                                                                                                                           

 

硬式空手道ジュニア親善大会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協賛企業の皆様をはじめ 多くのご支援に心からの感謝を申し上げます。 

 

コロナウイルスが日常の暮らしのありがたさを痛感させてくれました。今日ここに集まってくれた選手、父兄の皆様にも

当たり前のことを当たり前と思わずに 切磋琢磨し合える共通の仲間がいることにありがたく思い 協力して硬式空手

道をさらに国内で盛り上げていきたいです。 

 

インターネット、AIなどの発達とともにコミュニケーションは向上してきましたが、直接会って目を見て話す、指導すると

いったことの大事さにも改めて気づかされました。 

 

沖縄に駐在して1年、自然環境の大事さとやはり空手道の修行において組手の重要性を感じました。 

硬式空手道という競技法は流派を問わず すべての人が力を試し合える。国境、宗教、流派を超えて空手道において

最適な競技方法だと信じています。 

 

硬式空手道が誕生して40年、国内で硬式空手道の普及に携わっている先生方と協力して空手の国、武道の国日本の

若い選手の育成に邁進していく所存です。 

 

 

Dear Hanshi, Shihans, Senseis and Participants, 
  
I would like to welcome you to the 2021 Koshiki Karate Junior Friendship 
Tournament. Tournaments are an excellent time to meet new people and refresh 
older friendships. The tournament gives you the opportunity to push your Karate in 
an environment of safety and community. Always look at your participation in 
tournaments as a time to express your joy for Karatedo. Also, use the experience to 
recommit yourself to your studies both in Karate, academics and life for 2022 and 
beyond. Reaffirm your dedication to your teachers and to perfecting your character 
as much as possible. With this attitude you will surely more forward to greater 
accomplishments. 
  
Wishing you the best of luck and a wonderful experience, 
Shihan Dr. Jeffrey Henderson 
 
 
 
 

 

  

 

Dr. Henderson 
Dean of the School 
Monarch Business School 

Switzerland 
  

 

   

 

https://www.linkedin.com/school/umonarch/
https://www.facebook.com/UGSMMonarch
https://twitter.com/UGSMMonarch


ルール                            Rules  
 

形競技 

得意形  10 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 

 

 

 

 

 

 

 



第 1 試合場 第 2 試合場 
  

形 幼児の部 形 小学校低学年の部 

形 小学校中学年の部 形 小学校高学年の部 

形 中学・高校の部 形 一般の部   

  

組手 幼児の部 組手女子 小学校低学年の部 

組手男子 小学校低学年の部 組手女子 小学校中学年の部 

組手男子 小学校中学年の部 組手女子 小学校高学年の部 

組手男子 小学校高学年の部 組手女子 中・高生の部 

組手男子 中学生の部 組手男子 高校生の部 

組手男子 一般の部 
 

 

 

形競技 幼児の部             形競技 小学校低学年                

小山恵司 拳行館拳師会 

吉成充 拳行館拳師会 

飯場文尊 拳行館拳師会 

金詩帆 拳行館有明 

Sameeha Singh 拳行館豊洲 

 

 

形競技 小学校中学年            形競技 小学校高学年  

  

 

 

 

  

     

 

 

 

吉田瑛翔 拳行館拳師会 

井上明梨衣 拳行館有明 

髙屋大智 拳行館五反田 

堂園詠多 拳行館拳師会 

松尾有紗 拳行館五反田 

栗尾幸士郎 拳行館五反田 

小山 ももこ 拳行館拳師会 

小林羽龍 拳行館豊洲 

矢部慎之助 濱凬會 はまっこ道場 

Raphael Jiao 拳行館豊洲 

西田咲那 拳行館新宿 

吉成 亜香音  拳行館拳師会 

村松壇 拳行館新宿 

山田麗可 拳行館有明 

菅野梓 拳趾流菊地塾 

Saatvik Singh 拳行館豊洲 

徳田玲皇 拳趾流菊地塾 

石田歩夢 拳趾流菊地塾 

矢部 瑛太郎 濱凬會 はまっこ道場 

清水健斗  拳行館豊洲 

山岸 佳奈  拳行館拳師会 

坂本 安里紗 拳行館拳師会 

福岡 颯太 濱凬會 はまっこ道場 

城野開 拳行館豊洲 

稲見龍治 拳趾流菊地塾 

間宮利公 拳行館豊洲 

阿部優奈 拳趾流菊地塾 

霜山希咲 拳趾流菊地塾 

山田俊奇 拳行館幕張 



形競技 中学生            形競技 高校生 

  

 

 

  

 

 

形競技 一般 

庄媛 拳行館有明 

小山浩司  拳行館拳師会 

金海 拳行館有明 

村松塁 拳行館新宿 

西田大樹 拳行館新宿 

吉成渡  拳行館拳師会 

大澤雄斗 拳行館拳師会 

細見陸人 拳行館有明 

 

組手試合 幼児の部 

小山恵司 拳行館拳師会

Sameeha Singh 拳行館豊洲
吉成充 拳行館拳師会

飯場文尊 拳行館拳師会
金詩帆 拳行館有明

 

 

組手試合 女子小学校低学年の部 

松尾有紗 拳行館五反田
井上明梨衣 拳行館有明

 

 

 

 

坂本義幸 拳行館拳師会 

Gautham Bellam 拳行館豊洲 

陣内 帝将  拳行館拳師会 

渡邉葵 拳趾流菊地塾 

小早川蓮 拳行館豊洲 

霜山博紀 拳趾流菊地塾 

大田航士郎 拳行館有明 

Sonia Mishra 拳行館豊洲 

奥山瑞生 拳行館豊洲 

涌井匠 拳行館豊洲 

奥山 晴  拳行館拳師会 

川島大知 拳行館有明 

角田 拳悠 濱凬會 はまっこ道場 

佐々木爽太 拳行館幕張 

大澤 彩花 拳行館拳師会 

矢吹滉雅   拳趾流菊地塾 

細見遼太 拳行館有明 

大田凌太郎 拳行館有明 



組手試合 女子小学校中学年の部 

山田麗可 拳行館有明
小山　ももこ 拳行館拳師会
　

西田咲那 拳行館新宿
吉成　亜香音　 拳行館拳師会

 

組手試合 女子小学校高学年の部 

山岸 佳奈　 拳行館拳師会
阿部優奈 拳趾流菊地塾

霜山希咲 拳趾流菊地塾
坂本 安里紗 拳行館拳師会

 

組手試合 女子の部 

Sonia Mishra 拳行館豊洲
庄媛 拳行館有明

大澤 彩花 拳行館拳師会
渡邉葵 拳趾流菊地塾

 

組手試合 男子小学校低学年の部 

堂園詠多 拳行館拳師会
髙屋大智 拳行館五反田

吉田瑛翔 拳行館拳師会
栗尾幸士郎 拳行館五反田

 
 

 

米国医師用卓上参考書（PDR）掲載 

信頼のキャナウェイ製品 
 

ロイヤルグリーン CBDショップ 
 

CBD製品販売   〒359-1128 埼玉県所沢市金山町 18-13 

Obarabob@yahoo.co.jp    携帯 090-1456-6385 小原みどり 

 

mailto:Obarabob@yahoo.co.jp


組手試合 男子小学校中学年の部 

村松壇 拳行館新宿
菅野梓 拳趾流菊地塾

矢部慎之助 濱凬會　はまっこ道場
Raphael Jiao 拳行館豊洲

石田歩夢 拳趾流菊地塾
小林羽龍 拳行館豊洲

徳田玲皇 拳趾流菊地塾
Saatvik Singh 拳行館豊洲

 

組手試合 男子小学校高学年の部 

山田俊奇 拳行館幕張
稲見龍治 拳趾流菊地塾

城野開 拳行館豊洲
福岡　颯太 濱凬會　はまっこ道場

間宮利公 拳行館豊洲

清水健斗 拳行館豊洲
矢部　瑛太郎 濱凬會　はまっこ道場

 

組手試合 男子中学生の部 

涌井匠 拳行館豊洲

Gautham Bellam 拳行館豊洲
坂本義幸 拳行館拳師会

奥山瑞生 拳行館豊洲
大田航士郎 拳行館有明

陣内 帝将　 拳行館拳師会
小早川蓮 拳行館豊洲

 

 

 



組手試合 男子高校生の部 

大田凌太郎 拳行館有明
角田　拳悠 濱凬會　はまっこ道場

川島大知 拳行館有明
奥山　晴　 拳行館拳師会

矢吹滉雅  拳趾流菊地塾
佐々木爽太 拳行館幕張

細見遼太 拳行館有明

 

組手試合 男子一般の部 

細見陸人 拳行館有明

村松塁 拳行館新宿
吉成渡　 拳行館拳師会

金海 拳行館有明
小山浩司 拳行館拳師会

西田大樹 拳行館新宿
大澤雄斗 拳行館拳師会

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

東京地区代理店   永信商事株式会社     会社 TEL:03-3521-8806 FAX:03-3521-8835 

住所:〒136-0082 東京都江東区新木場 4-5-10     メールアドレス:info@ess888.co.jp 

 

会社概要 
 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社ジー・アイ 

所在地 
宮城県仙台市青葉区北目

町 2 番 39 号 7 階 

連絡先 022-397-9339  

公式サイト https://gico.jp  

tel:0222784630
https://gico.jp/


 

NPO 法人 世界硬式空手道連盟 

〒279-0012 千葉県浦安市入船 3 丁目 70 番 D1-1 号 

Tel/Fax:047-354-3018   

 

 

World Koshiki Karatedo Federation 

3-70 D1-1 Irifune, Urayasu Chiba 2790012 JAPAN 

wkkf@koshiki.org

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

 

FFounder  /  Masayuki Kukan Hisataka Chirman /  Masamitsu Kudaka 

ASIA PACIFIC  EURO 

Andrew Riley Australia Ruben Jesus Portugal 

Nick King Australia Mamadou Diallo Switzerland 

Scott Chaffy Australia Luis Pres Santiago Spain 

 New Zealand Juan Jose Reigadas Spain 

Hitoshi Namekata Japan Alassone Miga Germany 

Yukio Sakamoto  Japan Olaf Lotze Germany 

Masayuki Onuma Japan Ciaran Mitchell England 

Nobuhiro Kikuchi Japan Mick Golden Wales 

Joseph Lee Hong Kong Duchyant Sharma Scotland 

Govind Thakker India Mohamed Belalia France 

Om Prakash India Peter Lerk Netherlands 

T.P.Nissanka Sri Lanka Francesca Marra Italy 

Vincentius Yoyok Suryadi  Indonesia Alexander Filyushkin Russia 

Krishna Prasad Kandel Nepal Alexander Sokovikov Russia 

 Mongol  Baranov Bardim Russia 

ARAB Yuri Mustafaev Azerbaijan 

Akber Talei Iran Fizuli Hesimov Azerbaijan 

Aslan Hadisi Iran Nazim Movsumzade Azerbaijan 

Khan Mian Shahzad Muhammad Pakistan Emzer Tsikrauli Georgia 

Pervaiz Khokhar Ghulam Qatar Evgeny Mironov Donetsk 

Tijana Zac U.A.E Zydrunas Budrys Lithuania 

  Wlodzimierz Kwiecinski  Poland 

  Jagna Malejka Poland 

AFRICA Denys Firsov Ukraine 

Ayad Dekkar Algeria PAN AMERICA  

Mustapha Saadoudi Algeria Philippe Nadeau Canada 

Osmane Maiga Mali Paul Jackman Canada 

Dieynaba Coly Senegal John Gaddy USA 

Imtiaz Abudulla South Africa Mega Martinez USA 

Coulibaly Daouda Cote d'Ivoire Micheal Coleman USA 

Diao Abdoulaye Burkina Faso James Oates USA 

Bouzekrawi Mohammed Morocco Edgardo Carrizo Argentina 

 Tunisia Kunio Tanabe Venezuela 

  Eugenio Diloberto Venezuela 

  Jose Antonio Chile 

  


