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開会式。一堂に会した選手たち。
＜切り込み写真＞最優秀選手賞を獲得した荒木美栞選手（コ
ナミスポーツクラブ中央林間）。



日時／ 2012 年 12 月 23 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／ TSUWAMONO、株式会社守礼堂

去る 2012 年 12 月 23 日、埼玉県の和光市総合体育館において、第９回
JKP クラシックが開催された。毎年年の瀬に行なわれる大イベント。年々
盛り上がりを見せ、競技レベルもぐんぐん上昇している。
今回も参加人数が延べ 700 名を超え過去最多となったほか、組手競技では
全日本空手道連盟で 2013 年４月から導入される新ルールを先取りで導入
するなど話題沸騰の大会となった。
JKPTIMES 新春号は、この大会を大特集。12 ページにわたって大会の模
様をレポートする。



第９回ＪＫＰクラシック

徹底特報
ズラリと並んだ競技開始を待つ選手の皆さん。
大会参加延べ 700 名を超し、過去最多となった。

■年に１度の大イベント

わらず、選手の気迫や熱い応援で熱気ムンムンで
す。

所属する幼児から高校生までが参加する本大

開会式では、重久千明先生の開会宣言、小山孝

会。毎年年末に行なわれ、１年の練習の成果を発

一審判長から競技方法の説明があり、続けて中條

揮すべく選手たちの気合いが溢れる大会です。先

鷹哉選手（コナミスポーツクラブ新座）が力強く

生と、友達と、そして家族で一緒になって楽しめ

選手宣誓を行ないました。

る、年に一度の大イベントでもあります。
年々参加者が増え、今回は延べ 700 名超が参

■日頃の練習の成果を思いっきり出して欲しい

加し過去最多となりました。基本・形・組手で学年・
帯別にわかれた 34 種目もの競技が開かれました。

午前に行なわれた基本・形の部は、予選にコン

朝９時の開場とともに、選手や応援の方々で瞬

テスト方式を用いています。この方式はそれぞれ

く間に超満員。クリスマス前の寒い時期にもかか

のコートで３〜６人が同時に２つの形を続けて行

参加人数過去最多！
ますます盛りあがる
９回目の JKP クラシック
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ないます。トーナメント方式では、半数の選手が
１回しか演武する機会がないため、「より多くの
選手が日頃の練習の成果を発揮できる場を増やし
たい」という意図でこの方式を用いています。１
回目の形はうまくいかなかったものの、２回目の
形で挽回し勝ち上がった選手が見受けられまし
た。
昼休みには、宮國淳先生によるスーパーリンペ
イの演武、重久千明、純、恵の３名の先生による

基本・形は予選にコンテスト方式を用い、その勝者が決勝トー
ナメントに進出する試合形式がとられた。

カンクウショウの団体形演武が行なわれました。
全日本、ひいては世界大会で活躍経験がある先生
方の演武を、選手が食い入るように見つめていた
のが印象的でした。
■新ルールをいち早く導入！
午後の組手の部は、全日本空手道連盟で 2013

組手競技は４月から導入される新ルールを用いた。

年４月から実施される新ルールが導入されました
（新ルールの詳細は 14 ページから）。今回、来た
るルール変更に向けて選手にはいち早く慣れても
らおうと導入されたもので、審判の先生方にも多
くの協力をいただきました。
試合では次々と難度の高い蹴り技がポイントと
なり、技の習熟ぶりがうかがえました。４月から
の新ルールに向け、ますます技を磨き、また 14
ページを参考にルールの研究もしてみましょう。

昼休みには、先生方の演武が行なわれた。

先生と、友達と、そして家族で一緒になって楽しめる、年に一
度の大イベントだ。
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最優秀店舗のコナミスポーツ
クラブ新座を代表してトロフ
ィーを受け取った澤村拳志郎
選手。

最優秀店舗にはコナミスポーツクラブ新座が輝いた。

最優秀選手賞の荒木美栞選手（右端）
。ご家族と一緒に。

優秀賞に特大トロフィー！
努力の証が嬉しい
■最優秀店舗はコナミスポーツクラブ新座
最優秀選手には荒木美栞選手！

コナミスポーツクラブ新座を代表して表彰に立
った澤村拳志郎選手。身長の半分以上もあるトロ
フィーを受け取ると、笑顔で高々と掲げました。

各種目の１〜３位には賞状とメダル、入賞者に
は賞状が贈られ（入賞者一覧は 10 ページから掲



同じ空手道教室の皆さんもその嬉しさに満面の笑
みを見せていました。

載）
、今大会も多くの選手が賞状とメダルを手に

コナミスポーツクラブ新座チームは、小学 2 年

しました。さらに閉会式では、大会最優秀店舗と

生 11 級〜 9 級形の嶋田裕羽選手、小学３年生以上

してコナミスポーツクラブ新座が、最優秀選手に

11 級〜 9 級形の古山智絵選手、小学３年生 8 級〜

は荒木美栞選手（コナミスポーツクラブ中央林間）

7 級形の木下雄大選手、小学 5 年生男子組手の稲

が紹介され、両者に大きなトロフィーが贈られま

葉一朗選手の４名が優勝したのをはじめ、多くの

した。

選手が入賞。各選手の技術の高さを見せました。
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【荒木美栞選手のコメント】
「12 月 23 日、楽しみにしていた JKP クラシックが
開催されました。私は、空手を始めた 5 才の時から毎
回ずっとこの大会に参加しています。
特に、強化育成で他の教室の生徒達と毎月一緒に練
習するようになってからは、『ここのみんなには負け
たくない。絶対勝ちたい』と強く思うようになりまし
た。
試合では、形はバッサイ大を気合いを入れて打ちま
した。バッサイ大は、私が一番大好きな形なので、優
勝できてとても嬉しかったです。
でも、組手は決勝で負けてしまって 2 位でした…今
も悔しい気持ちでいっぱいです。
競技が終わって、閉会式で MVP が発表され、私の
名前が呼ばれた時は、 びっくりしたけれど、やった〜
と思いました。
来年は、形も組手も両方優勝！できるように、頑張
ります。
」

■３兄妹揃って入賞！
最優秀選手賞を受賞した荒木美栞選手。形種目
では優勝、組手種目では準優勝で、初めての最優
秀選手賞受賞です。
特に形の決勝で演武した得意のバッサイダイは、
群を抜くキレ。さらに、キリッとした表情で醸し
出す雰囲気がお見事でした。
３人兄妹の長女である荒木美栞選手。兄の智哉

全種目中最多の 34 名がエントリーした小学 5 年生以上２級〜
１級形の部。優勝した永澤真衣選手（メガロス鷺沼）のジオン
は力強い形だった。もうすぐ初段、目指せ黒帯！

選手が中学生以上有段の部で、妹の美琴選手が幼
児 11 級〜９級の部でいずれも優勝し、３兄妹そろ
って形種目で優勝しました。これも素晴らしい快
挙です。
「お兄ちゃんと妹に負けないように頑張って、次
の JKP クラシックでは形と組手の両方で優勝した
いです」と美栞選手。兄妹で競い合ってますます
の高みを目指します。

白熱した中学生女子組手の部で優勝した諏訪美理選手（ゴール
ドジム吉川埼玉／左）の卓越した技術はお見事！また、惜しく
も決勝で敗れたものの、笑顔で諏訪選手を祝福した江口明日香
（川越スイミングスクール／右）の表情も印象的だった。
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《基本》幼児

《基本》小学 1〜 2年生

《基本》小学 3年生以上

《形》幼児 11級〜 9級

《形》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》幼児 8級〜 7級

《形》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 8級〜 7級

《形》小学４年生以上８級〜７級

《形》小学５年生以上６級〜５級

《形》小学２〜３年生４級〜 3級

《形》小学 4年生 4級〜 3級

《形》小学 5年生以上２級〜１級

《形》小学生有段

《形》中学生以上有段

《組手》小学１〜２年生男女

《組手》小学 5年生男子

《組手》小学 6年生男子

《組手》中学生男子

《組手》高校生男子

《組手》中学生女子

《組手》高校生女子

荒堀亮成

古山智絵

《形》小学1〜 2年生 6級〜 5級

北郷知慧

荒堀陽香

菊地麻直翔

満田歩武

新井健太

福島稜人

《組手》小学 3年生男子

《組手》小学 4年生男子

氏家一真

高久慶士

《組手》小学３〜４年生女子 《組手》小学 5〜 6年生女子

坂田美羽

清水匠

村田果音

《形》小学 3年生 6級〜 5級 《形》小学４年生 6級〜 5級

《形》小学５年生以上４級〜３級 《形》小学４年生以下２級〜1級
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鈴木愛純

圓満修平

永澤真衣

稲葉一朗

諏訪美理

荒木美琴

木下恕維

堀米堅太

荒木美栞

北郷諒

神鷹さくら

中澤琴子

木下雄大

本田惟裕

荒木智哉

藤本卓也

嶋田裕羽

千葉太陽

浜崎隆太

星野友岐

鈴木愛悠
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【講評】大会を振り返って
大会審判長

小山孝一先生
選手の情熱、努力が伝わってきた。
大会に関わる全ての方に感謝します。
「第９回目を迎えた今回の JKP クラシックに

また、勝っても負けてもきちんと礼をし、相

は関東各地区から 500 名を超える空手戦士が

手選手に対する敬意を忘れなかった姿勢も立派

集まり、高いレベルの中でその覇を競いました。

だと思います。

千葉県・船橋武道センターで行われた第 1 回

この大会が素晴らしい大会として成功してい

大会が、約 100 名の選手により 1 コートで試

るのは、審判員として協力して頂いている全国

合をした事を思い起こせば、隔世の感がありま

トップレベルの先生方、節度ある応援をされて

す。

いる保護者の皆様、そして大会運営に努力され

回を重ねる毎にこの JKP クラシックに参加
する選手の情熱はますます熱くなり、勝利へ向
けた努力がひしひしと伝わってくる様になりま
した。
今回の大会においても選手の形の正確さや極

ているスタッフの皆さん全ての協力あってこそ
だと、今回の大会で改めて感じました。
空手道は厳しい稽古で自分自身を高め、鍛え
た技を大会で試し、そしてまた努力を重ねるも
のであります。

めの強さ、また組手テクニックの上手さは驚く

JKP クラシックがますます盛大に、そして空

ほど上達しており、素晴らしい試合が各コート

手道の真髄を体現する大会になっていくものと

で展開されました。大変、素晴らしい事だと思

信じています。」

います。
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《基本》幼児

《基本》小学 1〜 2年生

《基本》小学 3年生以上

［優勝］荒堀亮成（東急スイミングたまプラーザ）［優勝］荒堀陽香（エクレス空手道教室）
［準優勝］［優勝］清水匠（ピーウォッシュ）［準優勝］小出
［準優勝］谷田部颯空（NAS新鎌ヶ谷）［第３位］ 夏川怜音（コナミスポーツクラブ新座）［第３位］ 潤一（和光市総合体育館）［第３位］土屋祐貴（わ
村田志音（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／竹 斎藤美緒（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／阿 らわら航空公園）／立川拓実（コナミスポーツク
澤佑弥（コナミスポーツクラブ中央林間）［第５ 久津幸介（和光市総合体育館）［第５位］篠崎優 ラブ所沢）［第５位］吉田桃華（ピーウォッシュ）
位］千葉優太（和光市総合体育館）／濱田健斗（コ 菜（コナミスポーツクラブ稲城）／岩間奈里（後 ／原口恵実（コナミスポーツクラブ所沢）／伊藤
ナミスポーツクラブ所沢）／倉本茉那（キッツス 楽園スイミングスクールひばりが丘）／青木花 貴輝（コナミスポーツクラブ狭山）／鈴木裕翔
ポーツスクエア茅ヶ崎）／井上優（和光市総合体 恋（コナミスポーツクラブ狭山）／奈木野凱翔（和 （キッツウェルネス金沢文庫）
育館）
光市総合体育館）

《形》幼児 11級〜 9級

《形》小学 1年生 11級〜 9級

《形》小学 2年生 11級〜 9級

［優勝］荒木美琴（コナミスポーツクラブ中央林 ［優勝］中澤琴子（コナミスポーツクラブ天王町）［優勝］嶋田裕羽（コナミスポーツクラブ新座）
［準
間）［準優勝］東鉄惺（東板橋体育館）［第３位］［準優勝］小田島瑞樹（和光市総合体育館）［第３ 優勝］熱田悠（キッツウェルネス南古谷）［第３
佐藤陽光（わらわらふじみ野）／戸田悠太（東板 位］阿部柊羽（川越スイミングスクール）／太田 位］波戸彪博（コナミスポーツクラブ青葉台）／
橋体育館）［第５位］松本左清亜（東板橋体育館） 怜佑（コナミスポーツクラブ新座）［第５位］古 波戸愛莉（コナミスポーツクラブ青葉台）［第５
／小田島弘汰（和光市総合体育館）／藤原弥土（和 賀元得（和光市総合体育館）／粟谷僚太（わらわ 位］川野さくら（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）
光市総合体育館）／古川輝樹（キッツウェルネス ら航空公園）／小畑朝陽（エクレス空手道教室） ／橋本一輝（コナミスポーツクラブ青葉台）／河
南古谷）
／秋和柚（わらわら航空公園）
野和志（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／霜鳥
蓮太郎（キッツスポーツスクエア藤沢）

《形》小学 3年生以上 11級〜 9級

《形》幼児 8級〜 7級

《形》小学 1年生 8級〜 7級

［優勝］古山智絵（コナミスポーツクラブ新座）
［準 ［優勝］菊地麻直翔（キッツスポーツスクエア茅ヶ ［優勝］村田果音（キッツスポーツスクエア茅ヶ
優勝］古山仁絵（コナミスポーツクラブ新座）
［第 崎）［準優勝］高梨幸樹（キッツスポーツスクエ 崎）［準優勝］三橋悠希（ティップネス瑞江）［第
３位］石山桃衣（ルネサンス春日部）／三橋由紀 ア藤沢）［第３位］市川隼成（メガロス武蔵小金 ３位］村田虎太朗（コナミスポーツクラブ新座）
（わらわら航空公園）［第５位］橋本裕一郎（後楽 井）／行川直希（コナミスポーツクラブ所沢）
［第 ／村田みこと（コナミスポーツクラブ新座）［第
園スイミングスクールひばりが丘）／本荘和希 ５位］近藤剛生（エクレス空手道教室）／石渡大 ５位］森田昊生（キッツウェルネス日進）／森﨑
（キッツウェルネス平塚）／山下美和（キッツウェ 悟（メガロス武蔵小金井）
壮太朗（ティップネス瑞江）／増山洋輝（コナミ
ルネス金沢文庫）／齊藤彩（ルネサンス春日部）
スポーツクラブ天王町）／佐藤流星（キッツウェ
ルネス南古谷）

《形》小学 2年生 8級〜 7級

《形》小学 3年生 8級〜 7級

《形》小学 4年生以上 8級〜 7級

［優勝］木下恕維（マックスポーツ藤沢）
［準優勝］［優勝］木下雄大（コナミスポーツクラブ新座）
［準 ［優勝］千葉太陽（コナミスポーツクラブ天王町）
小倉紘（メガロス町田）［第３位］関十哉（和光市 優勝］山口結菜（メガロス町田）［第３位］青木 ［準優勝］遠山二千賀（コナミスポーツクラブ新
総合体育館）／川西佑季（キッツスポーツスクエ 翔（コナミスポーツクラブ市川）／林恭輔（メガ 座）［第３位］河野拓斗（キッツスポーツスクエ
ア藤沢）［第５位］中村稜希（キッツウェルネス ロス鷺沼）［第５位］大原航（上板橋体育館）／ ア茅ヶ崎）／山田風花（メガロス町田）［第５位］
南古谷）／櫻田獅子丸 Z・W・W（コナミスポー 岡村哲太（サンパルネ東村山）／庄司大聖（成増 荒井悠汰（メガロス鷺沼）／辻裕貴（メガロス鷺
ツクラブ天王町）／内藤大貴（コナミスポーツク ロンドスイミングスクール）／二宮涼（コナミス 沼）／見上夏生（マックスポーツ藤沢）／坂本悠
ラブ青葉台）／本田隼士（コナミスポーツクラブ ポーツクラブ市川）
太朗（わらわら航空公園）
青葉台）
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《形》小学 1〜 2年生 6級〜 5級

e

《形》小学 3年生 6級〜 5級

s

u

l

t

s

《形》小学 4年生 6級〜 5級

［優勝］北郷知慧（キッツスポーツスクエア茅ヶ ［優勝］満田歩武（コナミスポーツクラブ天王町）［優勝］圓満修平（キッツウェルネス日進）［準優
崎）［準優勝］秋元壮太（和光市総合体育館）［第 ［準優勝］小川玲奏（和光市総合体育館）
［第３位］ 勝］小倉結（メガロス町田）［第３位］前田知也
３位］江藤蒼空（和光市総合体育館）／橋本響（赤 五味叶恵（キッツウェルネス日進）／清水雅（メ （ティップネス瑞江）／川野翔人（キッツスポー
塚体育館）［第５位］圓満圭介（キッツウェルネ ガロス町田）［第５位］吉野仁基（メガロス鷺沼） ツスクエア茅ヶ崎）［第５位］木村頼正（わらわ
ス日進）／野上周汰（ゴールドジム吉川埼玉）／ ／戸川崇大（東急スイミングたまプラーザ）／高 らふじみ野）／江川晴翔（メガロス鷺沼）／牛窪
大武瑞季（キッツウェルネス南古谷）／福島政道 橋竜平（コナミスポーツクラブ稲城）／今野尚太 大紀（わらわらふじみ野）／永山太一（ロンドス
（コナミスポーツクラブ青葉台）
郎（メガロス鷺沼）
イミングスクール東村山）

《形》小学 5年生以上 6級〜 5級

《形》小学 2〜 3年生 4級〜 3級

《形》小学 4年生 4級〜 3級

［優勝］堀米堅太（コナミスポーツクラブ市川）
［準 ［優勝］本田惟裕（キッツスポーツスクエア茅ヶ ［優勝］浜崎隆太（キッツウェルネス金沢文庫）
［準
優勝］井上翔太（コナミスポーツクラブ新座）
［第 崎）［準優勝］山本侑里奈（キッツスポーツスク 優勝］三上虎治郎（キッツウェルネス南古谷）
［第
３位］吉田松太郎（コナミスポーツクラブ所沢） エア藤沢）［第３位］星野友岐（東急スイミング ３位］古賀匠（和光市総合体育館）／高久慶士（東
／吉岡七穂（東急スイミングたまプラーザ）［第 たまプラーザ）／天野晴斗（メガロス神奈川）
［第 急スイミングたまプラーザ）［第５位］草苅友輝
５位］中澤遼人（コナミスポーツクラブ天王町） ５位］石川莉緒（キッツウェルネス南古谷）／石 （コナミスポーツクラブ新座）／松島諒（コナミ
／堯丈一郎（キッツウェルネス日進）／山口怜奈 橋利翼（コナミスポーツクラブ市川）／菊地健太 スポーツクラブ市川）／小牧真斗（メガロス武蔵
（ロンドスクール MAX上北台）／折笠俊介（コナ （メガロス鷺沼）／氏家一真（ティップネス瑞江） 小金井）／中島健太（メガロス神奈川）
ミスポーツクラブ新座）

《形》小学 5年生以上 4級〜 3級

《形》小学 4年生以下 2級〜 1級

《形》小学 5年生以上 2級〜 1級

［優勝］新井健太（キッツウェルネス金沢文庫）
［準 ［優勝］福島稜人（キッツウェルネス金沢文庫）
［準 ［優勝］永澤真衣（メガロス鷺沼）［準優勝］遠藤
優勝］齋藤柊平（コナミスポーツクラブ所沢）
［第 優勝］遠藤颯（キッツウェルネス南古谷）［第３ 息吹（キッツウェルネス南古谷）［第３位］杉村
３位］鈴木翔大（上板橋体育館）／佐々木耀（ル 位］小木曽優哉（メガロス神奈川）／坂田美羽（メ 直香（東急スイミングたまプラーザ）／岩澤拓海
ネサンス北戸田）［第５位］秋山智徳（メガロス ガロス武蔵小金井）［第５位］川口美桜（マック （コナミスポーツクラブ天王町）［第５位］島田
鷺沼）／沢登優生（和光市総合体育館）／新田紗 スポーツ藤沢）／吉田裕（キッツウェルネス南古 晃太朗（メガロス鷺沼）／西條峻平（メガロス鷺
綾（わらわら航空公園）／前川大樹（コナミスポー 谷）／黒崎琉輝（キッツウェルネス南古谷）／北 沼）／黒崎未柚（キッツウェルネス南古谷）／安
ツクラブ中央林間）
原優瞳（メガロス武蔵小金井）
田翔一（キッツウェルネス南古谷）

《形》小学生有段

《形》中学生以上有段

［優勝］荒木美栞（コナミスポーツクラブ中央林 ［優勝］荒木智哉（個人登録）［準優勝］鈴木完弥
間）［準優勝］酒井風雅（コナミスポーツクラブ （キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）［第３位］／
所沢）［第３位］稲葉一朗（コナミスポーツクラ 神鷹龍宝（コナミスポーツクラブ二子玉川）／丸
ブ新座）／飯田和紀（コナミスポーツクラブ二子 谷陸真（コナミスポーツクラブ青葉台）［第５位］
玉川）［第５位］内田悠太（コナミスポーツクラ 中西寿昌（マックスポーツ藤沢）／古谷康太（ゴー
ブ所沢）／北郷諒（キッツスポーツスクエア茅ヶ ルドジム吉川埼玉）／藤川竜一（マックスポーツ
崎）／中條鷹哉（コナミスポーツクラブ新座）／ 藤沢）／神鷹さくら（コナミスポーツクラブ二子
佐藤響（メガロス町田）
玉川）

11

第９回ＪＫＰクラシック

徹底特報

《組手》小学 1〜 2年生男女

R

e

《組手》小学 3年生男子

s

u

l

t

《組手》小学 4年生男子

［優勝］星野友岐（東急スイミングたまプラーザ）［優勝］氏家一真（ティップネス瑞江）［準優勝］［優勝］高久慶士（東急スイミングたまプラーザ）
［準優勝］澤村拳志郎（コナミスポーツクラブ新 岸駿斗（上板橋体育館）［第３位］藤井拓哉（エク ［準優勝］三上虎治郎（キッツウェルネス南古谷）
座）［第３位］柳澤和希（和光市総合体育）／遠 レス空手道教室）／菊地健太（メガロス鷺沼）
［第 ［第３位］金杉幸哉（赤塚体育館）／松島諒（コナ
藤颯（キッツウェルネス南古谷）［第５位］北郷 ５位］天野晴斗（メガロス神奈川）／吉田裕（キッ ミスポーツクラブ市川）［第５位］本勝吟哉（上
知慧（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／本田惟 ツウェルネス南古谷）／井沢圭（和光市総合体育 板橋体育館）／中島健太（メガロス神奈川）／徳
裕（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／木下恕維 館）／黒崎琉輝（キッツウェルネス南古谷）
重遼（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）／小木曽
（マックスポーツ藤沢）
優哉（メガロス神奈川）

《組手》小学 5年生男子

《組手》小学 6年生男子

《組手》中学生男子

［優勝］稲葉一朗（コナミスポーツクラブ新座）
［準 ［優勝］北郷諒（キッツスポーツスクエア茅ヶ崎）［優勝］藤本卓也（キッツスポーツスクエア公津
優勝］酒井風雅（コナミスポーツクラブ所沢）
［第 ［準優勝］礒田道大（ロンドスイミングスクール の杜）［準優勝］神鷹龍宝（コナミスポーツクラ
３位］永田良太（コナミスポーツクラブ下総中山） 東村山）［第３位］中島拓哉（メガロス神奈川） ブ二子玉川）［第３位］石渡一惟（メガロス武蔵
／柴倉翔（東板橋体育館）［第５位］木戸敦史（成 ／田中光（コナミスポーツクラブ新座）［第５位］ 小金井）／高橋遼（コナミスポーツクラブ青葉台）
増ロンドスイミングスクール）／平拓（赤塚体育 高橋道博（キッツスポーツスクエア綾瀬）／大山 ［第５位］秋山智徳（メガロス鷺沼）／川口龍生
館）／高橋一尋（メガロス鷺沼）／西條峻平（メ 琉桂（コナミスポーツクラブ天王町）／安藤瑞基 （マックスポーツ藤沢）／川島大輝（メガロス武
ガロス鷺沼）
（赤塚体育館）／内田悠太（コナミスポーツクラ 蔵小金井）／林田岳大（青葉スポーツセンター）
ブ所沢）

《組手》高校生男子

《組手》小学 3〜 4年生女子

《組手》小学 5〜 6年生女子

［優勝］鈴木愛悠（メガロス神奈川）［準優勝］古 ［優勝］坂田美羽（メガロス武蔵小金井）
［準優勝］［優勝］鈴木愛純（メガロス神奈川）［準優勝］荒
谷康太（ゴールドジム吉川埼玉）［第３位］小島 丸山知優（東板橋体育館）［第３位］星野彩恵（赤 木美栞（コナミスポーツクラブ中央林間）［第３
有貴（メガロス武蔵小金井）／五十嵐諄（メガロ 塚体育館）／増田光来（コナミスポーツクラブ所 位］遠藤息吹（キッツウェルネス南古谷）／田中
ス武蔵小金井）
沢）［第５位］田中美妃（和光市総合体育館）／ 理央（メガロス武蔵小金井）［第５位］渡辺みや
北原優瞳（メガロス武蔵小金井）／川口美桜（マッ び（コナミスポーツクラブ中央林間）／渡辺梨夏
クスポーツ藤沢）
（ロンドスクール MAX上北台）／杉村直香（東急
スイミングたまプラーザ）／服部真佳（ロンドス
クール MAX上北台）

《組手》中学生女子

《組手》高校生女子

［優勝］諏訪美理（ゴールドジム吉川埼玉）［準優 ［優勝］神鷹さくら（コナミスポーツクラブ二子
勝］江口明日香（川越スイミングスクール）［第 玉川）［準優勝］坂井春奈（コナミスポーツクラ
３位］黒崎未柚（キッツウェルネス南古谷）／岡 ブ新座）
本紗英（コナミスポーツクラブ中央林間）［第５
位］本勝琉華（上板橋体育館）／渡辺こころ（コ
ナミスポーツクラブ中央林間）／宮野彩未（川越
スイミングスクール）／白石裕美子（メガロス武
蔵小金井）
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C o l l e c t i o n

第９回ＪＫＰクラシックで見つけた、さまざまな表情をご紹介！

した！
ます！
で
い
様
て
れ
し
疲
お待ち
ま、お
を
さ
加
皆
参
の
応援の
も多数
ク
選手、
ッ
クラシ
P
13
K
J
次の

？

新ルール
ってどう違うの

概

要

得点や反則に関する根本的な考え方は変わっていないが、運用で若干の変更が
ある。

変

14

更

点

１

主審に得点を与える権限をなくし、4名副審の過半数で得点が与えら
れる。

２

個人戦では引き分けによる再試合をなくし、判定をする。

３

カテゴリー 1、カテゴリー 2の『忠告』、『警告』、『反則注意』では、
相手にポイントが与えられない。

４

誇張や時間浪費、逃避行為については厳しく罰する。また、残り時間
10秒未満であれば即
『反則注意』が与えられる。

５

お互いに技を一定時間出さない場合は『不活動』でカテゴリー２の
ウォーニングが両者に課せられる。

第９回 JKP クラシック、組手の部で採用された新ルール。全日本空手道
連盟（以降「全空連」
）が 2013 年の４月に現行のルールからこのルールに
移行するということで、それを見越して採用されました。
選手の皆さんにとっては、試合をやってみて少し違和感があった方もいる
と思います。また、ご覧になった応援の方々も、得点換算に戸惑った部分
もあると思います。
これを機会に変更点、ポイントとなる部分をおさらいしておきましょう。

試合をするときの留意点

１

より強い空手を目指しているため、得点基準を満たしていない技には
旗が挙らない。（はっきりとした技を出してください。）

２

再試合は廃止されたため、判定基準を意識して戦わないとならない。

（同点の時は試合内容も意識しましょう。
）

４人の副審のうち、一人の選手に２本以上の旗
が上がれば、その指示の通りに得点、違反が入
ります。
赤、青の両者にそれぞれ２本ずつ旗が上がれば、
そのときは両者のポイントになります。
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