
１．第４回世界寛水流空手道形選手権大会

　　　日時：３月２４日（日）　９時開会　　　　　　　　　 場所：津市久居体育館

　世界寛水流空手道にとって第４回目となる形選手権大会が盛大に開催されました。

　日頃の各道場における空手道の基本的な技や動作の稽古の成果の発表の場を提供し、お互いが競い合う

ことにより、より一層の技術の向上及び連盟各会の交流を図ることを目的として実施されました。

　また、より高度な技術の向上に資するため、昨年の一般の部（有段）及びマスターズの部（有段）の入賞者に

よるチャンピオンクラスが新たに設定され、さらに各会選抜本部理事による古武術（棒）も実施されました。

　６級となり初めて形選手権に出場する者からチャンピオンを目指す者まで、緊張しがちな多くの人々の前で

いかに平常心を保ち、日頃の稽古どおりの力を発揮できるかという貴重な経験が出来ました。

　この経験は空手のみならず、これからの人生の中で様々なところで生かされていくと思います。

　入賞した選手も、惜しくも涙を呑んだ選手も、来年に向けて稽古を積み重ね、それぞれの目標を達成できる

よう頑張ってください！
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２．今後の行事予定
　　◇　６月１６日（日）　　　      第１回世界寛水流空手道新人交流大会　（津市久居体育館）

第１回世界寛水流空手道古武術選手権大会　（津市久居体育館）

　　◇　７月２０日（土）～２１日（日） 夏季合同合宿（参加対象：小学校３年生以上）　（伊勢市）　　

　　◇１０月２７日（日）　　　　　　      第２９回世界寛水流空手道王座決定戦　（津市久居体育館）

　　◇１２月　１日（日）　　　　　　   冬 季 本 部 審 査（松阪市嬉野体育センター）

３．令和元年春季昇段・昇級審査
　・本部審査：５月３日（金・祝日）　松阪市嬉野体育センターで実施しました。

　　　今回は貮級～初段までの受験者が本部審査にのぞみ、全員が無事に合格することができました。

　　　審査終了後の講評では、森山三代目会長先生から受験者及び指導者に対して、正しい体の動作や

　　攻防の技の意味等について、実技も交えながら細やかな指導をしていただきました。　　

　　　今回受験された方は 、森山三代目会長先生に御指導いただいた事をよく理解して 、日頃の稽古で

　　基本を大切にし、ひとつひとつの技が自分の技となるように精進していただきたいと思います。

　　　そして、身につけた技や知識を、道場の後輩達へ正しく伝えていってください。　　

　　　合わせて指導者の方も、より適切な指導に努め、寛水流全体の更なる技術の向上を図ってください。

　　　今回、四段以上の高段位審査も行われ、世古師範代・麻生師範代が五段位を取得されました。

　　

　・支部審査：下記のとおり各会派で実施しました。

 　　　　 ４月１３日（土）松阪市嬉野体育センター（成道會）　　  

                  　　 　　４月１４日（日）松阪市嬉野体育センター（竜成会・各支部・天心会）

　　 　　　　　　 　　　　 ４月１７日（水）～２５日（木）の稽古日に各道場で巡回審査（拳友会）

　　　　 ４月１３日（土）須磨寺町連合自治会館（拳友会神戸須磨道場）　　

         

４．第１回世界寛水流空手道古武術選手権大会、新人交流大会
　　世界寬水流空手道にとって初めての古武術選手権と組手の新人戦、

　組手のワンマッチ大会が開催されます。

　　選手は日頃の稽古の成果を出し切って、全力で頑張ってください！

　日時：６月１６日（日）　９時開会

　場所：津市久居体育館

　組手の部

　　・試合時間：本戦１分３０秒　延長１分（準々決勝～再延長１分も有り）延長戦引分けの場合は体重判定。

　　・ポイントは２ポイント制を採用（技ありを２本先に取った選手が勝ちとなる）

　　・選手の招集は行いませんので、自分で進行状況を確認し、必ず５試合前には自分が試合をするコートに

　　　来てください。試合時間になってもコートにいない場合は失格となります。

　古武術（棒）の部

　　・小学生から中学生までが周氏の棍小、高校生から一般有段が周氏の棍大。

　　・指定形を一人ずつ単独で競技を行い、審判員による審査ポイント（基本持ち点からの減点法）により総合

　　　評価点を算出する。　

　選手注意事項

　　・集合時より空手着を着用のこと。

　　・昼食、お茶、靴袋、ゴミ袋等は各自で準備すること。持ち物には必ず名前を明記すること。当日は健康保

　　　険証、またはコピーを持参すること。

　　・各道場生は、スポーツ傷害保険に必ず加入しておくこと。

　　・大会は稽古の成果の発表の場として行っています。勝っても驕らず、負けても腐らないように、保護者の

　　　方からも一言お願いします。また古武術の試合中は応援等の声だしもお控えください。

５．黒帯会合同稽古
　４月２７日（土）　津市サオリーナにおいて黒帯会の合同稽古が行われ、三代目森山会長先生の

ご指導のもと、各会派の有段者が稽古に励みました。今回は数ある古武術の中から棒術を中心に

基本・移動の基本などを稽古し、技の意味や身体の使い方などとても熱心にご指導していただきました。

　今後も定期的に開催されますので、自分自身の技術向上のため、積極的に参加してください。



　
　
　
　

道 場 紹 介
伊勢道場  早修小学校体育館 
        毎週木曜日 pm7:00～9:00    
鳥羽道場  鳥羽武道館 
        毎週水曜日 pm7:00～9:00 

大湊道場  大湊小学校体育館 
        毎週火曜日 pm7:00～9:00 

佐八道場  佐八保育園 
        毎週月曜日 pm7:30～9:00 

船江道場  有緝小学校体育館 
        毎週金曜日 pm7:00～9:00 

二見道場  二見町町民体育館 
   
 道場練習のほか出稽古での交流を盛
んに日頃の稽古に励んでいます。 

 ◇令和元年５月３日 本部審査合格者

（初段） 
 姫小松 冬琉 
    （中学１年） 

昇級昇段おめでとうございます！ 
令和の新時代もますますガンバッテください！ 

◇◇ミット稽古もバンバンやります！◇◇  

◇◇今年も寒稽古 頑張りました！◇◇ 

４月７日京都府立
体育館（島津アリーナ）
で開催された 全日
本最強決定戦
2019 （選抜高校女
子４８㎏未満の部）で
準優勝しました。 
 
加藤雅琴です、 
これからも一生懸命
ガンバリます。 

   
 天 心 会 
    二代目会長 長谷川 昌宏 

（弐級） 
 中 居 直 大 
  （小学5年） 

（壱級） 
 米 山  礼 峨 
 （中学1年） 

（壱級） 
 米 山  豪希 
 （中学1年） 


