
新型コロナウイルスは大きな損害と不安、悲
しみを与え、未だ収束しておりません。
生活とコミュニティーの在り方にも大きな
変革と試練が投げかけられました。
国や地域、個々の家庭に於いては計り知れ
ない被害に悲観、困窮されているケースも
多いことでしょう。亡くなられた方々への
ご冥福と今日まで苦境に耐えられた方々に
対して衷心よりお見舞いを申し上げます。
これまでも、又これからも御苦労されるであ
りましょう、医療従事者及び私達の生活を
支えて戴く多くの方々には一同、有り難く、
有り難く心から御礼を申し上げましょう。
長期間に及ぶ自粛において私達は「事なき
をもととする」の大切さと何気ない平常の
有り難さを身を以って体験させられました。

本会の年間行事は勿論、空手界を始め、全て
のスポーツイベントが延期又は中止となり、
東京オリンピック・パラリンピックもそし
て「第 8 回空手道剛柔会グローバル選手権
大会 東京」もまた 1 年延期と成りました。
この様な事態ですので恒例の会報は、知恵
を出し合って IT 活用によるオンライン新企
画に革新致しました。
皆さんはこの体験を通して、何を思い、どの
様に行動して、どの様な進歩を目指しました
か ?　高校生のあるグループは “ 夢と希望の
想いは自粛させない ” 画期的な活動を広げて
います。また多くのアーティストやアスリー
ト達も無限の発想に取り組んでいます。
私達は何が出来るでしょうか ?　まだまだ先
の永い警戒と安全対策に専念しなければな
りませんがこれまでのピンチをチャンスに
変えて、一歩進んだ、賢い新生活とあなた

なら出来る何かに挑戦される事をお勧めし
ます。自信をもってあなたならきっと出来
ます !
今までの手洗い、マスク習慣は勿論、空手道
で実践した物事の残心を心掛け、人との “ 間
合い ” を計りましょう ! 間合いはウイルスへ
の対処であって人と人との絆や信頼は今ま
で通り大切に保たねばなりません。
これから先も “ 夢 ” と “ 希望 ” と “ 勇気 ” を
もって明るい未来に前進して下さい。

令和 2 年度全日本空手道剛柔会師範会鏡開きが、剛柔会の発展と無病息
災を祈願し、荻窪八幡宮宮司様によって厳かに執り行われました。
今回で 16 回目となる師範会鏡開きは、本年も山口剛史最高師範をはじめ
当会の範士・教士・錬士師範が全国から集結して今年一年の精進を祈願し、
錬士師範による型 “ 三戦 ”、範士、教士師範よる型 “ 転掌 ”、山口剛史最
高師範、坂本喜平教士師範による三戦・転掌小手掛け合わせの奉納演武
が行われ力強い息吹が道場内に響き渡りました。
最後に最高師範から師範一人一人にお神酒をいただき乾杯が行われ、本年
一年の精気を養う、厳粛で熱気溢れる師範会鏡開きは終了となりました。

師範会鏡開き同日、特別称号審査会合格者の範士称
号授与式が執り行われました。
称号合格者下記のとおりです。
教士	 月井	　新	 ワールドカラテアカデミー
錬士	 金子三枝子	 日本空手道剛柔館杉並
錬士	 跡部	雅史	 剛心会
錬士	 殿村	　弘	 剛心会
錬士	 齋孤	仁志	 拳剛会船橋
錬士	 赤尾	武俊	 日本空手道剛柔館杉並
錬士	 宮林	義晴	 拳剛会玄武館

皆さんおめでとうございます！！

全日本空手道剛柔会
会長・宗家

山 口 剛 史

Greeting

師 称範会鏡開き 号証書授与式令和 2 年 1 月 12 日㈰

令和 2 年 春・夏号
編　集　発　行

全日本空手道剛柔会
〒167-0041 東京都杉並区善福寺1-16-23
電話 03（3395）2311 FAX 03（3395）2312

E-mail:gojuryu@karatedo.co.jp
URL:http://www.karatedo.co.jp/goju-ryu/
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全日本空手道剛柔会の創立 70 周年を記念する祝賀会が中野サンプ
ラザにて挙行された。
山口剛史会長より、会の発展に貢献された個人や団体に感謝状が贈
られたほか、発刊されたばかりの『増補改訂版　剛柔の息吹』が列
席者全員に進呈された。

中国の伝統芸能 “ 変面 ” や歌のパフォーマンスなども大いに盛り上
がり、剛柔会の更なる団結を誓い合ってお開きとなった。
本会は戦後まもない昭和 25 年（1950 年）、祖国再建を願う会祖・
山口剛玄先生が全国の剛柔流同志に呼びかけ結成された。

広報委員会　赤尾武俊

変面師 王文強さんによる華麗なる演舞

永年に亘り会の発展に貢献した個人・団体に感謝状が
贈られた　　山口剛史会長と赤尾健一範士八段

令和元年高段者審査会の合格者へ証書授与も行われた
山口剛史会長   二渡利江八段   赤尾よし枝六段   山口剛平六段   鴨川直人五段   中村美子五段   大須賀敦四段

山 口剛史会長 喜寿の祝い

令和元年 12 月 15 日㈰、喜寿（77 歳）を迎えた山口剛史会長を祝
う会が中野サンプラザにて開催され、恒例の年末懇親会とは少し
違う祝賀ムードに彩られた。
“ 幸福が飛んでくる ” の花言葉を持つ胡蝶蘭の花と祝い金を贈られ
た会長は、感謝の言葉と共に「もう 77 歳ではなく、まだ 77 歳」
と力強く挨拶、長寿を願う列席者の暖かい拍手で包まれた。
山口剛史会長は昭和 17 年（1942 年）、会祖・山口剛玄先生の三男
として旧満州国・新京で誕生した。 広報委員会　赤尾武俊

&  年末懇親会

中野サンプラザ・クレセントルームにて   多数の出席者が剛柔会 70 周年を祝い 更なる団結を誓った

喜寿を迎えた山口剛史会長と律子夫人

令和元年 12 月 15 日㈰ 中野サンプラザ

全日本空手道剛柔会創立70周年記念祝賀会
70th Anniversary 1950-2020

令和 2 年 2 月 23 日（日・祝） 中野サンプラザ

1950-2020

70th
Anniversary

1950-2020

70th
Anniversary
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山田繁樹団長率いる日本選手団は、常夏の国フィリピンのセブ島で
17 か国 300 名超の参加者に交じり、4 年に一度の覇権を争った。日
本チームは別表のとおり、計 32 個のメダル獲得と大健闘した。海外
勢は型で中国とインドネシア勢が日本勢に迫り、組手では地元フィリ
ピン勢が大活躍をした。30 日には、恒例の山口剛史最高師範と山口
剛平アジアブロック長を中心としたセミナーが行われ、100 人超と
いう盛大な参加者をもって大会の幕を閉じた。 日本選手団総務  月井 新

各国の選手たち

日本選手団集合

全国セミナー
全日本空手道剛柔会全国セミナーは、講師山口剛史最高師範に
よって行われ、「何故、三戦において締めの状態から技を仕掛け
るのか？」と受講者への問いかけからセミナーが開始された。
肩甲骨や骨盤の可動を用いた開合の稽古や、様々な立ち方の中
での開合を行うことで、改めて剛柔流基本型である三戦での開
合の意味を学ぶことが出来た。
また本年セミナーでは、剛柔流伝統技法による組手技法が稽古
された。内受、流し受、掛け受、平受、繰り受などを用いた組
手での受技や、廻し受の様々な応用を学ぶことにより、基本や
型で行う技を如何に実際の組手で用いるかを学ぶことが出来、
左右への捌き移動や背面捌きなどの移動・反撃など奥の深い伝

統技法を学び、パートナーを変えながらの稽古は熱気と活気の
溢れる全国セミナーとなった。 講師助手　山口剛平

2019.12.15 中野サンプラザ

第 7 回空手道剛柔会 ASIFIC 選手権大会 2019 9.26-29
 フィリピン セブ島
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『第 8 回空手道剛柔会グローバル選手権大会 2022 東京』
マスコットキャラクター決定！！  命名「れいにゃ」　

昨年、グローバル選手権大会に向けて、剛柔会の会祖である山
口剛玄先生が生前に世界中から「ザ・キャット」と言われてい
た事にちなんで、猫をモチーフにしたマスコットキャラクターを
会員の皆様から募集しましたところ、掲載の通りユニークな可愛らし
い作品の数々が応募されました。
その中から、執行委員会にて厳正なる選考をさせて戴き、掲載の通り
日大芸術学部空手道部 OB 会の谷口響子さんの作品が最優秀賞とな
り、正式に第 8 回空手道剛柔会グローバル選手権大会のマスコット
キャラクターに採用されました。
愛くるしいデザインで、ニックネームも令和時代の最初のグローバルイベントにちなんで和
名「れいにゃ」ちゃんと命名。皆さん、大いに可愛がってやって下さいね ^_^!。
なお、今回応募戴きました全ての皆様に改めて御礼申し上げますと共に、今年 12 月開催予
定の創立 70 周年記念令和 2 年全国大会式典にて、その表彰をさせて戴く予定です。
新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、来年 8 月東京で開催予定の第 8 回空手道剛柔会
グローバル選手権大会が丸一年延期となりましたが、ぜひ、2022 年には全世界の剛柔会メ
ンバーが一人でも多く安心して集い、大いに楽しみ、夢と希望と感動を共有できる大会にし
たいと思います。 大会委員会委員長　山下隆之

進化続ける洗練された匠の技

-7-2

最優秀賞 谷口響子様（日本大学芸術学部空手道部 OB 会）
優秀賞 金丸航己様（ワールドカラテアカデミー）
 田山由起子様（剛柔館杉並）

佳　作 奥田沙希様（剛柔館杉並） 川邊紫様・朱 莉様（一友会）
 二見莉帆様（相模館）　 吉田大樹様（剛至会）　

ご応募ありがとうございました !!

全日本空手道剛柔会会報

れいにゃ

和田歯科医院
院長　和 田 賢 一

http://dental-wada.com/
〒329-2331 栃木県塩谷群塩谷町大字田所2454-27

TEL（0287）45-1927

塩谷郡塩谷町で虫歯 歯周病治療の歯科医院
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称号授与者

令和元年度 高段合格者

氏　名 （所属道場・名前） 大会名 　種目 　成績

清水　那月 （群馬剛柔会）

第 63 回 全日本学生空手道選手権大会  個人形  準優勝
第 74 回 国民体育大会  個人形 4 位
第 63 回 全日本大学空手道選手権大会  個人形  準優勝

菊池凌之輔 （群馬剛柔会）

KARATE 1 シリーズ A サンディエゴ大会  形  優勝
第 74 回 国民体育大会  男子形 4 位
第 47 回 全日本空手道選手権 男子形 出場

狩野　𠮷春 （群馬剛柔会） 日本スポーツマスターズ空手道競技 男子形 4 部  準優勝

山田　和花 （剛心会）

第 38 回 全国高等学校空手道選抜大会  1 年女子形 5 位
第 46 回 全国高等学校選手権大会  女子形 3 位
第 74 回国民体育大会  女子 （少年）形 5 位

秋吉　優斗 （剛心会）
第 46 回 全国高等学校空手道選手権大会  男子形 7 位
AKF 第 18 回アジアジュニア & カデット U-21 空手道選手権大会  カデット男子形 優勝

田中　沙英 （剛心会）
第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  シニア女子型 準優勝
第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  シニア女子組手 -50kg 3 位

遠藤　希実 （相模館） 第 19 回 全日本少年少女空手道選手権大会  小学 1 年女子形 優勝
山田　安子 （相模館） 日本スポーツマスターズ空手道競技　女子形 3 部 準優勝

江口　尚吾 （相模館）
第 46 回全国高等学校空手道選手権大会  男子形 7 位
第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  ジュニア型 優勝  男子団体型 準優勝  男子型分解組手 準優勝

角田　龍斗 （相模館） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  U-21  -78kg 組手優勝   男子団体組手 準優勝

柴﨑　隆希 （相模館）
第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  組手　-60kg 準優勝   男子団体型 準優勝
男子型分解組手準優勝   男子シニア型 3 位

相模館チーム 遠藤歩実 大塚勝紀
川野慎吾 古屋煌翔 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学生 5・6 年の部 3 位 敢闘賞

相模館チーム 古里桃香 江口若奈
中澤ひなた 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  中学生女子 の部 3 位 敢闘賞

令和元年度 功労選手

殿村 　弘
錬士 五段
（剛心会）

跡部  雅史
錬士 五段
（剛心会）

金子三枝子
錬士 五段

（日本空手道剛柔館杉並）

赤尾  武俊
錬士 五段

（日本空手道剛柔館杉並）

宮林  義晴
錬士 五段

（拳剛会玄武館）

月井 　新
教士 七段

（ワールドカラテアカデミー）

末武  義規
助教 四段

（ワールドカラテアカデミー）

大須賀 敦
助教 四段
（史栄館柏）

桑島  義智
助教 四段

（拳剛会八千代支部）

山口  剛平
錬士 六段

（日本空手道剛柔館杉並）

鴨川  直人
助教 五段

（静岡剛柔館正剛）

中村  美子
助教 五段

（アテナ空手クラブ）

赤尾よし枝
錬士六段

（日本空手道剛柔館杉並）

二渡  利江
教士 八段
（剛心会）
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氏　名 （所属道場・名前） 大会名 　種目 　成績
鈴木　康太 （拳剛会東金九十九里） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  男子型 3 位   団体型 準優勝
鈴木　健生 （拳剛会東金九十九里） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  ジュニア男子型  準優勝

岡崎　愛佳 （静岡剛柔館正剛）

AKF 第 18 回アジアジュニア & カデット U-21 空手道選手権大会  ジュニア女子組手　-48kg 優勝
第 47 回 全日本空手道選手権 女子個人組手出場   女子団体組手 出場
第 46 回 全国高等学校空手道選手権大会  女子団体組手優勝   女子個人組手 3 位   女子個人型 出場
第 38 回 全国高等学校空手道選抜大会 女子団体組手 5 位   女子個人組手 -53kg 3 位   女子個人型 準優勝
WKF 世界ジュニア & カデット U-21 空手道選手権大会  ジュニア女子組手　-48kg 日本チーム棄権

須田　芳広 （静岡剛柔館正剛）
第 47 回 全日本空手道選手権   男子団体組手 出場
第 74 回 国民体育大会空手道競技 組手団体戦   出場   成年男子中量級組手 出場

赤堀　佑介 （静岡剛柔館正剛） 第 15 回 全日本障がい者空手道競技大会  男子形 第 1 部 2-3-4  3 位   男子組手 第 1 部 2-3-4 3 位

山中　優空 （一友会）
AKF 第 18 回アジアジュニア & カデット U-21 空手道選手権大会  カデット男子組手 -63kg 準優勝
第 27 回 全国中学生空手道選手権大会  男子個人組手  優勝

米盛希々子 （一友会） 第 9 回 東アジア空手道選手権大会  ジュニア 16-17 女子組手 -48kg 優勝
刈込　和花 （一友会） 第 19 回 全日本少年少女空手道選手権大会  4 年生女子組手  優勝
田中　　希 （一友会） 第 27 回 全国中学生空手道選手権大会  女子団体組手 3 位

一友会 A 野上  新 井手陽翔
春日遊心 五百川龍昊 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学 1,2 年生 優秀賞（優勝）

一友会 B 大木陵雅 高明峻
高垣永有 三賀大和 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学 1,2 年生 優秀賞（優勝）

一友会 A 佐藤凛子 五百川燎
黒木将仁 佐藤恵斗 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学 3,4 年生 優秀賞（優勝）

一友会 A 上杉泰生 末廣一晴
松下宗太郎 大石健斗 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学 5,6 年生 優秀賞（優勝）

一友会 A 品川凌佑 髙田青依
渡邉隼平 五十嵐理希 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  中学生男子 優秀賞（優勝）

一友会 A 真鍋百花 鈴木花望
西立野千空 宇都宮凛 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  中学生女子 優秀賞（優勝）

一友会 B 富樫凛 笠井虹太
堀口海司 塩生海斐 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  小学 3,4 年生 優良賞（準優勝）

一友会 B 松谷　絆 五百川邑優
米盛新 山中優空 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  中学生男子 優良賞（準優勝）

一友会 B 鈴木優衣 宇都宮令菜
長谷川杏純 花井杏霞 令和元年度全日本少年少女武道（空手道）錬成大会  中学生女子 敢闘賞（3 位）

加藤　華香 （ワールドカラテアカデミー）
全日本学生空手道選手権 個人形 7 位
第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  U-21 個人型優勝   U-21 女子組手 -50kg  3 位

伊藤いぶき （ワールドカラテアカデミー） 全日本学生空手道選手権 個人形 5 位   団体形  優勝
山口　隼人 （ワールドカラテアカデミー） 全国高等学校空手道選手権大会  個人組手 3 位  全国高等学校空手道選抜大会  個人組手 3 位
神尾　武志 （ワールドカラテアカデミー） 第 74 回 国民体育大会空手道競技 個人組手 出場  第 47 回 全日本空手道選手権  団体組手 出場
山口　健太 （ワールドカラテアカデミー） 第 74 回 国民体育大会空手道競技 個人組手 出場  第 47 回 全日本空手道選手権 団体組手 出場
高島　夏樹 （ワールドカラテアカデミー） 第 47 回 全日本空手道選手権 団体組手 出場
平井菜々実 （ワールドカラテアカデミー） 第 47 回 全日本空手道選手権 団体組手 出場
斉藤　友貴 （剛柔流空手道長崎道場） 第 47 回 全日本空手道選手権 団体組手 出場
小野寺　咲 （剛柔流空手道長崎道場） 全日本少年少女空手道選手権大会  1 年女子組手 3 位
山下　寛人 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  U-21 男子組手 -55kg  優勝
大草　勇希 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  ジュニア男子組手 -68kg  優勝
柳田　健秀 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  ジュニア男子組手 -61kg  優勝
井上　史崇 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  カデット男子組手 +70kg  優勝
向山　怜那 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  U-21 女子組手 -55kg  優勝
向山　結花 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  カデット女子型優勝  カデット女子組手 -47kg  優勝
杉田　　菫 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  ジュニア女子組手 -59kg  優勝
長崎勝羽斗 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  7~9 歳 男子型優勝  7~9 歳 男子組手  準優勝
長崎　　純 （剛柔流空手道長崎道場） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  7~9 歳 女子型準優勝  7~9 歳 女子組手  優勝
安里　　心 （鷲宮剛柔館） 第 7 回 空手道剛柔会アシフィック選手権大会  7~9 歳 女子型優勝   7~9 歳 女子組手  準優勝

参与	高橋成行様（平成31年3月30日ご逝去）　　謹んでご冥福をお祈りいたします

訃報
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一般部
◆三段
都築　英明 日本大学芸術学部空手道部OB会
三宅由佳莉 日本大学芸術学部空手道部OB会
野村　正晴 拳剛会八千代支部
跡部　　亮 剛心会
奥村　　真 拳剛会船橋
岩立真理子 拳剛会船橋

◆三段補
原田　　徹 拳剛会千葉

◆二段
江口　優花 相模館
浅見　雅宏 東亜連盟
大西　陽海 剛心会
工藤　龍樹 剛心会
折原　久遠 剛心会
加藤美里愛 ワールドカラテアカデミー
寺田　隼太 東亜連盟
比江島　玲 拳剛会本部
黒川　輝雄 拳誠会

◆二段補
皆川　勢名 剛心会
野口　政信 拳剛会東金九十九里
寺岡ひろみ 拳剛会玄武

◆初段
神谷　雄一 群馬剛柔会
戸井田雅和 群馬剛柔会
山下　寛人 剛柔流空手道長崎道場
大草　勇希 剛柔流空手道長崎道場
黒川　輝雄 拳誠会
中田　友康 松乃剛征館館
石黒　悠河 相模館
樫川　修一 相模館
古里　哲也 相模館
石井　　豊 相模館
内田　夏音 和光剛柔館
綾部香代子 和光剛柔館
大森　裕梨 剛柔流空手道長崎道場
柳田　健秀 剛柔流空手道長崎道場
モハメド ムボプ ワールドカラテアカデミー
ママドゥ ティアム ワールドカラテアカデミー
成瀬　一美 剛心会
広瀬　泰高 剛心会
小林　春斗 剛心会
梶田　隼士 剛心会
児島　禎文 拳剛会八千代支部
森田　和夫 拳剛会八千代支部
武野　重雄 拳剛会八千代支部
山下　浩昭 拳剛会船橋
永江　龍輝 剛柔館山梨
栁沢　岳登 明治大学生田空手部
野崎　佑太 明治学院大学空手道部
五斗田辰丸 明治学院大学空手道部
中野　陽菜 明治学院大学空手道部
高村　美月 明治大学生田空手部
酒井　泰斉 明治大学生田空手部
黄　　　歓 明治大学生田空手部
武川　勝哉 拳剛会長崎
尾川　竜一 剛心会
広瀬　陽子 剛心会
小宮由紀子 剛心会
根本　崇広 史栄館藤代
奥　　　透 東亜連盟
林　　昭夫 拳剛会船橋
三上　真一 拳剛会八千代支部
宮田　英明 拳剛会八千代支部
古田　圭祐 上石神井剛柔館

大澤　章浩 上石神井剛柔館
小林　隆之 上石神井剛柔館
速永　智則 拳剛会千葉

◆初段補
小谷野佑太 史栄館藤代
根本　崇広 史栄館藤代
茂木　護士 群馬剛柔会
大木　勇人 剛心会
中村　陸人 剛心会
広瀬　陽子 剛心会
大山　知之 剛心会
秋山　知継 和光剛柔館
大石　友弘 静岡剛柔館正剛
𠮷澤　寿人 群馬剛柔会
竹澤　文雄 群馬剛柔会
宮田　英明 拳剛会八千代支部
三上　真一 拳剛会八千代支部
秋田　夕依 八幸会
新井　悠斗 八幸会

少年部
◆二段
西澤　　涼 ワールドカラテアカデミー
髙橋　知暉 剛心会
吉川　侑輝 ワールドカラテアカデミー
前本　　悠 拳剛会一心館

◆二段補
松浦　慶太 静岡剛柔館正剛
黒田　一冴 静岡剛柔館正剛
松浦優美花 静岡剛柔館正剛
片山　純奈 剛心会
広瀬　由奈 剛心会
廣瀬　太一 剛心会
大西　芽依 剛心会
木下　純輝 剛心会
中村伊琉波 剛心会
黒田　隼世 静岡剛柔館正剛
鈴木　　陸 静岡剛柔館正剛
田川　　凜 静岡剛柔館相良
不知　　聖 静岡剛柔館相良

◆初段
西海凜太郎 剛心会
名田　琉晟 剛心会
小林　陽月 剛心会
伊藤　　力 剛柔流空手道長崎道場
森永はるか 拳剛会山梨
吉岡　大輝 剛至会本部
小林　弘誠 松乃剛征館
小川　大惺 相模館
小原　隼人 相模館
遠藤　歩実 相模館
遠藤　颯悟 相模館
物井　聖那 相模館
藤井　拓也 和光剛柔館
松本佳レン 拳剛会東金九十九里
嘉瀬　優良 拳剛会東金九十九里
古川　龍政 拳剛会東金九十九里
佐藤伊武紀 静岡剛柔静岡
鈴木　惣太 静岡剛柔館清水道場
鈴木　　蓮 静岡剛柔館正剛
矢崎　真帆 静岡剛柔館正剛
井上　結雅 東亜連盟
望月　寛太 剛心会
広瀬　和城 剛心会
小林　愛依 剛心会
宮川　　尊 剛心会
三井田陽輝 剛心会

廣瀬　安南 茨城剛柔館
田畑　優衣 茨城剛柔館
金丸　航己 ワールドカラテアカデミー
田中　捷斗 ワールドカラテアカデミー
金子　琳都 拳剛会山梨
金丸　拓未 ワールドカラテアカデミー
伊藤　大翔 ワールドカラテアカデミー
加藤　蒼士 ワールドカラテアカデミー
山﨑　太陽 ワールドカラテアカデミー
伊藤　千尋 ワールドカラテアカデミー
鈴木　杏香 ワールドカラテアカデミー
石黒　太一 ワールドカラテアカデミー
古橋　将斗 ワールドカラテアカデミー
豊吉　杏花 ワールドカラテアカデミー
柏﨑　流以 拳櫻会
井桁　愛唯 拳剛会東金九十九里
塚川　泰斗 拳剛会東金九十九里
本田悠希也 拳剛会東金九十九里
中村　海末 剛心会
廣瀬　健太 剛心会
大西　佑芽 剛心会
伊藤龍之介 剛心会
眞田　拓飛 剛心会
仲井　太一 剛心会
仲井　義貴 剛心会
藤江　陽向 静岡剛柔館正剛
天野　海夢 静岡剛柔館清水道場
三澤　　嵐 群馬剛柔会
浦野　玄徳 群馬剛柔会
蓮見　和昭 東亜連盟
下條　正義 史栄館柏
五月女心哉 拳誠会
古田さくら 上石神井剛柔館

◆初段補
山田凌大龍 群馬剛柔会
齊藤　慶護 群馬剛柔会
渡邊　　善 群馬剛柔会
橋本　裕太 群馬剛柔会
東海林大翔 群馬剛柔会
布施　迅都 群馬剛柔会
恩田　　匠 群馬剛柔会
小林　海翔 群馬剛柔会
中村　海末 剛心会
廣瀬　健太 剛心会
坂田　　翔 剛心会
伊澤　昂汰 剛心会
伊藤龍之介 剛心会
佐々木璃仁 剛心会
眞田　拓飛 剛心会
金子　琳都 拳剛会山梨
小島　尭人 拳誠会
渡邉　佑真 拳誠会
五月女心哉 拳誠会
小黒　登和 松乃剛征館
江尻　大和 松乃剛征館
沖田凜太朗 松乃剛征館
川野　慎吾 相模館
物井　蘭那 相模館
大塚　勝紀 相模館
目黒　夏葵 相模館
白石　晴翔 相模館
野田　美和 日本空手道剛柔館杉並
杉本喜与桜 日本空手道剛柔館杉並
佐藤　新大 日本空手道剛柔館ひばりヶ丘
髙橋　琉斗 和光剛柔館
木村　優菜 剛柔流空手道長崎道場
長谷川龍仁 剛柔流空手道長崎道場
萩原　康太 静岡剛柔静岡
岡田　賢治 静岡剛柔館清水道場

源間　幹斗 静岡剛柔館相良
藤江　　空 静岡剛柔館正剛
大西　佑芽 剛心会
田代　晃雅 剛心会
堀澤　　陽 剛心会
鈴木　淳射 剛心会
窪田　壮真 群馬剛柔会
佐藤　　縁 群馬剛柔会
清水虎太郎 群馬剛柔会
佐藤　　龍 群馬剛柔会
清水悠太郎 群馬剛柔会
岩崎　荘太 群馬剛柔会
直井　悠介 群馬剛柔会
岩崎　駿太 群馬剛柔会
大塚　淳生 群馬剛柔会
森田　　晃 拳剛会八千代支部
田中　　凱 拳剛会船橋
齋藤　海虹 茨城剛柔館
直江　佑人 茨城剛柔館
古屋　諒羽 拳剛会山梨
雨宮　天将 拳剛会山梨
森永あすか 拳剛会山梨
永江　　蓮 剛柔館山梨
齋藤　誓太 剛柔館山梨
尾川　もも 剛心会
見矢木愛莉 剛心会
目黒　心陽 剛心会
鯨井　颯人 剛心会
池邊俠史朗 剛心会
堀内　陽真 剛心会
小宮　基貴 剛心会
梶田斗生真 剛心会
小野　仁誠 剛心会
鈴木　　結 剛心会
尾川　蒼空 剛心会
武田　壮司 静岡剛柔館正剛
澤野　健真 静岡剛柔館清水道場
木下　翔羽 群馬剛柔会
大河原歩高 群馬剛柔会
石川　桃羽 群馬剛柔会
木間　日菜 群馬剛柔会
青木　愛莉 群馬剛柔会
武藤　英虎 群馬剛柔会
鶴田　航介 拳櫻会
落合　杏介 東亜連盟
安藤　心平 東亜連盟
勅使河原快里 日本空手道剛柔館杉並
野田　　力 日本空手道剛柔館杉並
長尾　拓海 日本空手道剛柔館ひばりヶ丘
綾部　希央 和光剛柔館
内田　匠音 和光剛柔館
柴﨑　大馳 和光剛柔館
土肥　佑真 和光剛柔館
片山　　昂 和光剛柔館
田窪　柊響 史栄館柏
古曳　琉矢 史栄館柏
山田　啓虎 剛柔流空手道長崎道場
木下　優希 剛心会
苗村　英幸 拳剛会玄武

※昨年の会報と重複している箇所があります
ご了承ください

全日本空手道剛柔会 令和元年度昇段者（三段以下） 平成 31 年 1 月〜平成元年 12 月
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全日本空手道剛柔会役員（令和 2 年～ 3 年） 下線は新規

名誉役員　
特別顧問 赤尾健一 菊池広正
技術顧問
顧　問 石原伸晃 井上貴勝 今村教夫 小笠原希悦 各務　滋 北新鐵次 中西昭雄 早坂義弘
 増田一郎 三須一彦 務台猛雄 八代英輝 山下浩昭
常任相談役 坂本誠二 生沼　剛 野口正行
相談役 安斎昭男 市田昌生 柏倉美治 今　忠一 齋藤要藏 佐藤　武 佐藤祐司 高橋光夫
 田上竣詞 田中利明 豊嶋建広 中川　昇 仁井田崇志 長谷川久雄 服部貞諠 藤田和人
 村上文夫 横山欽一 吉川利治
参　与　 猪熊悦子 恩田種徳 片瀬真一 國本荘二 熊谷みや子 児玉美昭 薩摩知恵子 田崎正太郎
 箕谷　優 山縣郁夫 山口長壽

役員・事務局
会　長〔最高師範〕   山口剛史
副会長 坂本喜平 山田繁樹 二渡政彦
理事長 石田澄雄（執行委員）
副理事長 山口昌寿（執行委員）  月井　新（執行委員）  山下隆之（執行委員）  山口剛平（執行委員）  和田賢一（執行委員）
 向後　彰（執行委員）
理　事 相崎哲志 赤尾よし枝（専） 五十嵐 理（専） 池辺利吉 鵜澤昌一（専） 大石秀峯
 小原　博 河西　優 大塚正文 金子三枝子（専） 鴨川直人（専） 神田典明
 漢人征治 小島光代 古林俊夫 小日向藍菜（専） 齋藤彰宏（専） 坂本健治（専）
 佐藤貞二 佐藤洋一 鈴木　勇 鈴木　誠 瀬戸口礼二（専） 髙瀬義之（専）
 高橋ちよ 辻　　誠（専） 土屋貴司（専） 長崎　勝（専） 中村美子（専） 野賀　宏
 野口正男（専） 平田哲也（専） 二渡利江 古橋達也 帆足幹夫 安村　宰
 箭内民生（専） 山崎勝則 山下　薫（専） 山田健剛（専） 山田安子 横井直久（専）
 米澤明彦（専） 和賀章浩 若杉秀樹（専）
評議員 赤尾武俊 阿部達也 岩村和明 大須賀敦 隠田賢一 神谷淳一 川島雅彦 銀杏達也
 栗原幸司 桑島義智 小橋克史 小林幸彦 小林弓美子 小室勝茂 斉藤准子 齋藤仁志
 斎藤佳志 桜井和治 桜井礼子 霜雄一郎 高桑昌彦 高橋　茂 田辺孝夫 塚越順治
 月井　翼 冨田昌洋 永井恭子 永谷博司 中山勇幸 西立野洋介 袴田保和 平濱　豊
 武関公世 ブレントリーガン 宮林義晴 森山浩和 栁田　誠 山本信一 山本正之 吉岡健治
 渡部　勝
監　事 御子貝初枝 
事務局長 土屋貴司
事務局次長 米沢明彦 事務局：赤尾武俊

専門委員会委員（令和 2 年～ 3 年） ◎委員長   ○副委員長

資格審議委員 　最高師範  山口剛史
◎坂本喜平 ○山田繁樹 赤尾健一 二渡政彦 石田澄雄

強化委員 ◎山口昌寿 ○髙瀬義之 ○齋藤彰宏 月井　新 鴨川直人 長崎　勝
審判委員 ◎和田賢一 ○若杉秀樹 横井直久 坂本健治 五十嵐 理 袴田保和 銀杏達也

山田健剛
事業委員 ◎向後　彰 ○瀬戸口礼二 野口正男 赤尾よし枝 長部純平 齋藤仁志 宮林義晴
広報委員 ◎箭内民生 ○土屋貴司 辻　　誠 中村美子 赤尾武俊
大会委員 ◎山下隆之 ○鵜澤昌一 ○平田哲也 米澤明彦 小日向藍菜 金子三枝子 永井恭子

山下　薫 
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◆主な制作番組〈レギュラー番組〉

株式会社
〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル

会長 赤尾　健一

〈スペシャル番組〉

・ザ！ 鉄腕！DASH ! !
・世界の果てまでイッテQ！
・世界まる見え！テレビ特捜部
・人生が変わる１分間の深イイ話
・１億人の大質問!?  笑ってこらえて！
・世界一受けたい授業

・24時間テレビ （NTV）

・日テレ系人気番組が大集合
　番組対抗スペシャル （NTV）

・明日への扉 （ディスカバリージャパン）
　　　　　　　　　　　　　　　　 　  他 多数

（NTV 日曜夜 7 : 00）
（NTV 日曜夜 8 : 00）
（NTV 月曜夜 8 : 00）
（NTV 月曜夜 9 : 00）
（NTV 水曜夜 8 : 00）
（NTV 土曜夜 8 : 00）

　はじめまして大阪の誠至会です。大阪の長居で 25 年前に剛柔
流空手道場を始め、西区に移り 15 年になります。
今までは空手を通じ各々自身が武道を追求するものだと思って
いましたが、今学ぶ人とまたこれからの子たちに、日本精神を
残して行き、また多くの人々と交流し仲間を作っていくことこ
そ大事だと思い、入会させていただきました。
まだまだ修行の身ですが、これからご指導よろしくお願いいた
します。

誠至会  新規加入登録道場

令和 2年度（2020）行事予定

〒 550-0005　大阪府大阪市西区西本町 1-6-17 西本町ビル 3F
会長：荒井正敏　副会長：土山洋樹

赤斜線は新型コロナウイルス感染拡大の為中止です

1月4日㈯ 「第 18 回 一友会全国大会」 東京武道館
1月12日㈰ 師範会鏡開き・称号証書授与式 本部
2月2日㈰ 第 1 回 執行部委員会 本部
2月15日㈯ 第 2 回 執行部委員会 本部

2月23日㈰

第 3 回 執行部委員会

中野サンプラザ
令和 2 年度 定時理事会・総会
高段者 段位合格者証書授与式
全日本空手道剛柔会創立70周年記念祝賀会

4月5日㈰ 第 1 回 強化練習＜強化＞ 本部
4月19日㈰ 第 1 回 全国師範研修会 本部
4月26日㈰ 第 1 回 審判講習会＜審判＞ 船橋アリーナ
4月29日㈷㈬ 「第 28 回 剛心会空手道大会」　 所沢市民武道館
4月29日㈷㈬ 「W.K.A. JKFan/ Yoshida Cup in Aichi 2020」 瀬戸市体育館
12月 南アフリカ支部　来日研修会 本部

12月 IKGA 南アフリカ支部・JKGA 日本交流合
同研修会＜ JKGA ＞・＜ IKGA ＞

習志野市
谷津小学校

5月10日㈰ 第 2 回 強化練習＜強化＞ 本部
5月17日㈰ 「令和 2 年 群馬剛柔会演武会」 邑楽町体育館
5月18日㈰ 第 4 回 執行部委員会 WEB
5月31日㈰ 黒帯研修会－ 1 ＜分解組手＞ 本部
6月7日㈰ 第 1 回 剛柔会制定型講習会 第 2 回 審判講習会＜審判＞ 中央区立総合 S.C.
6月7日㈰ 第 3 回 強化練習＜強化＞ 本部
6月7日㈰ 第 5 回 執行部委員会 WEB
6月22日㈪ 第 6 回 執行部委員会 WEB
7月1日㈬ 会報  春・夏号（WEB 版） 発刊＜広報＞

延期 登録道場会員証発行＜広報＞
師範・指導者　住所録発行＜事務局＞

7月5日㈰ 第 4 回 強化練習＜強化＞ 本部

7月5日㈰ 執行部委員会・臨時理事会
審判に関する説明会＜審判＞

川越市なぐわし
公園 PIKOA

7月20日㈪～27日 「剛柔会ヨーロッパセミナー」 ＜ IKGA ＞山口剛史 ベルギー

7月 「第 8 回 空手道剛柔会グローバル選手権大会」
実行委員会 第 1 回＜大会＞ 本部

7月 全国大会 第 1 回実行委員会＜大会＞ 本部
7月27日～ 台湾支部来日　研修会 本部
8月20日㈭

～23日㈰
北アメリカ選手権大会・セミナー
＜ IKGA ＞  山口剛史、山口剛平

カナダ
バンクーバー

9月18日㈭
～28日㈪

アフリカセミナー ナミビア、南アフリカ
＜ IKGA ＞山口剛史、山口昌寿、山口剛平

ナミビア
南アフリカ

10月7日㈬
～16日㈮

南アメリカ選手権大会 セミナー
＜ IKGA ＞山口剛史、他 アルゼンチン

10月18日㈰ 剛柔会制定型講習会
型審判講習会＜審判＞ 船橋アリーナ

10月25日㈰ 大学リーグ戦＜事業・審判＞ 日大芸術
10月25日㈰ 自由組手講習会 および自由組手審判講習会＜審判＞ 日大芸術
　月　日 アジアブロックセミナー スリランカ
11月3日㈷㈫ 「第 30 回 相模館 Cup 2020」 寒川総合体育館
11月8日㈰ レベルアップ研修会・師範練習 船橋アリーナ
11月8日㈰ 黒帯研修会  一般・高段者審査受審者対象 船橋アリーナ
11月8日㈰ 第 2 回 全国師範研修会 船橋アリーナ
11月15日㈰ 大学リーグ合同審査会＜事業＞ 本部
11月23日㈷㈪ 高段者段位・称号審査会＜資格＞ 本部
11月29日㈰「第 50 回 静岡剛柔館空手道大会」 静岡市北部体育館

12月5日㈯ 「創立 70 周年記念  令和 2 年全日本空手道
剛柔会全国大会」設営・予選 国立代々木第 2

12月6日㈰ 「創立 70 周年記念  令和 2 年全日本空手道
剛柔会全国大会」式典・本戦 国立代々木第 2

12月7日㈪ 令和 2 年 全国大会 片付け　 本部
12月13日㈰ 令和 2 年度 全国セミナー　 中野サンプラザ
12月13日㈰ 令和 2 年度 功労選手 表彰式 中野サンプラザ
12月13日㈰ 令和 2 年度 年末懇親会 中野サンプラザ
 令和 3 年（2021 年）
1月10日㈰ 師範会　鏡開き・称号授与式 本部

2月28日㈰ 令和 3 年度 定時理事会・総会
高段者段位合格者証書授与式・新年懇親会

3 月 7 日㈰ 専任理事会・グローバル大会実行委員会 本部

©2020 GOJUKAI   会報 WEB 版の文章・画像等の内容の無断転載及び複製はご遠慮ください。尚、登録道場主による道場生へのプリント配布についてはこの限りではありません。
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