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２０１０年　新年あけましておめでとうございます。 http://www.righttec.com/ken/

武士道教育でサムライ（武士）を育てる拳法会

全日本拳法会本部　本部長　浅井隆夫

第１２回武徳杯拳法優勝大会
平成２１年１２月１２日　静岡県浜松可美総合センター

控えの選手の姿勢

２０１０．１．吉日

新年明けましておめでとうございます。
　本年もよろしくお願いいたします。２００９年は、激動と変化の時代といわれ世界経済恐慌の嵐が吹き
荒れました。そんな世でありながら「武士道教育でサムライ（武士）を育てる拳法会」は、力を併せ第３
３回全国選抜拳法選手権大会、第１２回武徳杯拳法優勝大会（団体戦）などを成功させました。これも
皆様のご支援の賜物と厚くお礼申し上げます。２０１０年は、世界拳法選手権大会の年でもあります。
拳法会の世界選手権は、ホームスティーなどで世界の選手を歓迎し親睦を深める草の根、世界大会
です。世界大会を成功させる為にも皆様方のご支援をお願いすると共に新年のご挨拶とかえさせて頂
きます。

浜松神久呂Ｂチームが三連覇を目指す三方原チームと愛知・名古屋穂波チームを下し優勝を奪還した。神久呂Ｂ
は、中堅、副将、大将が力を発揮し逆転の試合の流れで勝ち進み決勝でも大将戦、代表者戦にもつれ込み可美
チームを下して優勝した。　入賞は、優勝：神久呂Ｂ　第二位：可美　第三位：神久呂Ａとなった。
　試合の技術と共に観客を魅了したのは、「礼徳」であった。正座をしての整然とした応援、防具の着脱の姿勢、面
を抱えた姿勢など見ているだけで素晴らしさを感じた。回を重ねるごとに成長が実感できた大会であった。

Mutsu

1月10日浜松可美総合センターで稽古始式がおこなわれました。山本敏正本部長は、「本年は、大きな目標をもち目
標に向かい突き進んでください。」と新年の挨拶をした。この日は、基本稽古、安全祈願、寒中マラソン、清掃ボラン
ティアの後、100人以上の参加者で豚汁パーティーがおこなわれた。



２００９後期の各地区の昇段審査・昇級審査 電話053-439-0909

愛知県名古屋穂波支部の昇級審査 静岡県浜松市の昇段審査

順番を待つ受験生

岩手県盛岡の昇段昇級審査 静岡県浜松市の昇級審査

２００９年各支部の稽古納めの様子
静岡県浜松市可美道場 三方原支部稽古納め

愛知県名古屋穂波道場 葵高丘拳法会 ヨーロッパ本部でも稽古納め

世界に和を広げる拳法会

℡053-439-0909（NPO法人内） 子ども達に武徳を！

２００９年の拳法会の目標は、「義」を貫くでした。「義」を貫くためには、智と徳を磨く事が必然と成ります。
そこで教科と礼を尊ぶ稽古を重ねてきました。その成果が昇段昇級審査で随所に見られました。

�
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２００９ヨーロッパ国際武道研究会がマドリッドで開催！

全ヨーロッパから集合した拳法会の指導者 柔道ホセ師範とヨーロッパ・チャンピオン 大東流柔術高橋一郎師範

2009スペイン国際拳法選手権大会（マドリッド）
フランス、ルーマニアの強豪を破り！新鋭、ハビエル・マルチネス選手（ドイツ）が優勝！

電話053-439-0909
各部門で入賞したヨーロッパ選手！

学校部活動問題を考える！

学校部活動により地域クラブ活動が出来なくなる事は
ヨーロッパには、ない。日本スポーツの成長に貢献した

しかし、大きな阻害となっている。

各所に存在するEU

の道場！

多くの世界チャンピオン

を送り出している。

2010世界拳法選手権大会　８月８日（日）　静岡県浜松市可美総合ｾﾝﾀｰで開催決定！
地区予選は、６月に開催

感謝！祈る！この心が日本武士道の心！

2009年11月9日

スペインのマドリッドで１０月１７日と１８日の２日に渡り２００９ヨーロッパ国際武道研究会が開催されました。全ヨーロッパよりアメリ
カン拳法空手、柔道、柔術、合気道、空手などの武道が集まった。日本からは、世界拳法会連盟の大橋千秋会長と大東流柔術の
高橋一郎先生が招かれて「剣の理」「武道の歴史」「武士道」につき講義をしました。
　1.ヨーロッパ武道の特徴は、各種武道が古武会という連合体で技の交換をしている。
　2.武道が生活の糧となり２００名から５００名の生徒を有する。フランスの柔道人口６０万人、日本１８万人。
　3.アメリカン拳法空手が最も勢力をもち。EU拳法会は、第２位の勢力を持つ。

ヨーロッパの大会ルールは、セミコンタクト（胴着用で下段蹴りがない）とフルコンタクト（胴なし、下段蹴りあり）
に分けられている。その乱取りの部・フルコンタクトで１９歳の新鋭ハビエル・マルチネス選手（ドイツ）がヨーロッ
パチャンピオンのシュワイツ選手（バスク）を下して優勝の栄冠を手にした。各選手は、日本の選手を意識して
いる。２０１０世界拳法選手権に目標を定めている。
　女子選手も打倒、強豪ニュージーランド、日本を目指している。

若き日にタイを訪れムエタイ（タイ式キックボクシング）に挑んだときがあった。むしろ古流のシャム拳法に
興味を持っていたと言っても過言でない。仏教の開祖釈迦（仏陀）は、ネパールで生まれ拳法の達人であ
り仏教がタイに伝来すると共に拳法もタイに伝来し古流シャム拳法となった。ムエタイ（タイ式キックボクシ
ング）の源流である。そんな闘いに勝つ事のみが頭の中にある時には、見えないものが多くある。
　昨年も浅井隆夫師範とタイを訪問したが多くの素朴なモノにふれた。
今年も高橋師範とタイを訪れ美しいものを見た。「一身に祈る姿である。」それを見て大東流柔術の高橋
一郎師範とふと、冨田常次郎の柔道小説「姿三四郎（西郷四郎）」の一説につき語らった。姿三四郎と警
視庁武術世話係りの座をかけ勝負をする柔術の村井半助の娘が一心に父の勝利を神社で祈るのを見た
三四郎と師の矢野正五郎（嘉納治五郎）！
　矢野は、弟子の三四郎に「姿、今日は、美しくよいものを見たな！祈る姿にまさる美しいものは、ない」と
語りかける一説である。その娘の父親村井と三四郎は、後に宿命の対決をするとは、全く知らない三四郎
であった。



2009後期昇段審査（浜松地区）

技術交流をする若手選手！

洗練された特錬生の蹴り技

ヨーロッパ武道　大会システム・昇段審査を考える。

セミコンタクト大会とフルコンタクト大会が同じステータスで関連を持っているヨーロッパ！多くの選手をもつEU!

セミコンタクトルール フルコンタクトルール

マドリッド　ファン･カルロスさんの道場

℡053-439-0909（NPO法人内） 子ども達に武徳を！ EU昇段審査合格者

　
この光景を見た高橋師範と私達は、心を打たれた。
わたしたちは、拳法会という武道を媒介とし異なる国々や人々に会い、多くのことを学べることを感謝しな
くては、ならない。また、このことを少しでも子供達や若者に継承してもらいたいと思った。

　子供たちの夢がプロスポーツの選手になり、お金を稼ぐ！が夢である今！　姿三四郎に憧れた私たちの子供のころとは、大きく夢が変
わってしまった。今では、「生産量が目標となり日本全国で生産量増大作戦」が展開された。「匠や技、まして求道の志」は、片隅に追いや
られている。しかし、日本では、「生産量目標」とすることは、賃金体系、勤勉性から不可能となった。
　しかし、「礼徳は、和にあり！」の言葉のとおり私たちは、「感謝」の気持ちこそ大切であると確信します。
水も「ありがとう！」と「気」込めて感謝すると結晶し花を咲かせると教えられました。大東流柔術の高橋師範から技をかけられると心地よ
くなる技を求めたいと聞かされました。今こそ、子供たちに何を残すかを見定め世界に貢献できる人材を育成したいと思います。
                                      　　世界拳法会連盟　大橋千秋

セミコンタクト大会とは、日本で言う団体戦ルールでの大会でこのセミコンタクトルールの大会が高い位置と人気な試合となってい
る。観客を交え大変な盛り上がりとなっている。フルコンタクトの選手もこの大会で十分に経験を積ませている。選手にダメージのな
いセミコンタクトをファンEU本部長は、重視しフルコンタクトの選手を養成している。

昇段審査のイデオロギー！　多くの高段者・指導者が育つEU拳法会！後
期EU審査から・・・。
　合気道の高橋一郎師範、ファンEU本部長たちがEU審査に際して昇段シス
テムを検討した。これは、古来の審査システムを忠実に活かしている事で同
意した。もともと、武道には、審査というものがなく師により認可授与された
ものである。従って、認可状となっている。認可の基準は、日本と異なり形・
柔法・試割・基本動作・指導力に重点がおかれ乱取りの採点基準は、非常
に低い（多種な技が出来れば、合格）基本動作は、連携が採用されている。
「審査員」「元立ち」もこの点は、非常によく理解し審査に望んでいる。競い
合って審査に挑戦する姿勢と指導員の熱意も感じられる。

　「こだわり」と「大儀」は、異なる。
大東流柔術の高橋師範は、合気道がEUで普及されないのは怪我のないセ
ミコンタクト大会がないのが大きな要因のひとつであると述べた。昇段審査
のシステムが本来の目的から各流派が勝手にこだわってしまったことにあ
ると述べた。ヨーロッパ全体の武道から日本の指導者には、甘さが多いと
感じられている。EU各国の指導者は、武道が生活の生業である。それほ
ど、真剣であることは、間違いない。大切な、ポイントは、世界のなかの一
国の日本と考えねば、ならない。
　試合ルールのみならず基本、形、柔法についても日本とは、伝承の歴史
の中で仮に間違えて伝えられたとしても各国で採用されている以上は、日
本は、国際ルールに従い「大儀」をもって「真」を示す姿勢こそが大切である
と考える方向性を忘れては、ならない。

武道の歴史と「武士
道」を学ぶ。ヨーロッパ
拳法会の拳士たち！

近田孝夫審査員は、脇の甘さがこれからの課題で力が入りすぎてい
る。自然体こそが基本中の基本と述べた。
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一般社団法人障害者武道協会の2009年度理事総会が開催

2009全国選抜拳法選手併に第33回東海地区拳法選手権大会
静岡県浜松市可美総合ｾﾝﾀｰ　　参加選手120名　　2009.8.2

2009年9月10日

（社）障害者武道協会の理事総会が静岡県浜松市武道館で8月9日に開催されました。開催に先立ち
大橋千秋世界拳法会連盟会長が歓迎の挨拶をし中島豸木教授（国士舘大教授）を議長に選任し、活
動計画案、役員案、予算案などが承認されました。また、同日と10日には、視覚障害者柔道合宿、研
究会が開催され山口香准教授（筑波大）、溝口紀子准教授（静岡文芸大）、柏崎克彦（国際武道大）が
講師を勤めました。

　33回の歴史と格式がある2009全国選抜拳法選手併に第33回東海地区拳法選手権大会が開催され熱戦が展
開されました。名古屋地区も特別練習を行い中川貴明選手が野澤侑樹選手打倒を誓い毎日の走り込みで持
久力、足腰を強化し悲願の優勝をしました。小学生低・中学年は、豊富な稽古量と個性を備えた特錬（特別錬
習）が活躍しました。また、一般男子、一般女子では、板橋一族の時代が到来のように板橋宏泰（静岡・和地
山）が準決勝で大橋忠幸（愛知）を破り、決勝で支部長で同門の大橋正康（静岡・和地山）から延長、膝蹴りで
ダウンを奪い1本勝ちし一般男子を制した。一般女子も板橋愛と優の姉妹対決となり板橋愛が優勝した。　一般
男子三位決定戦は、大橋忠幸（愛知）と米津義直（東京）の対戦となり大橋忠幸が接戦を制し第三位となった。
また、2010年は、世界拳法選手大会が開催されることから更に選手の強化が望まれる。

例年、ザヒラ（インドネシ
ア）などの外国選手も参加
しているが今回もネパール
のブペンドラ（千葉・国際武
道大学）やペルーのポー
ル選手、ミゲル選手も参加
した。

あとに続く若手選手！

女子部！



第2回全国視覚障害者学生柔道大会を支援！　8月8日　浜北ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

2009ニュージーランド、シンガポール遠征より帰国！

ｽﾊﾟｰ　ヒロー紹介！

世界のラガー　アイザック･ロス
オールブラックス

中島豸木（国士舘大）　山口香（筑波大）　　　　　　　　　　　　　福澤敏美（７段　名城大OB）

伝説の世界チャンピオン達が集結！ 柏崎克彦（国際武道大）

柔道、剣道、空手道、合気道などチャンピオン経験者が8･８～８・１０指導をしました。

℡053-439-0909（NPO法人内） 子ども達に武徳を！

拳法会は、全日本視覚障害者柔道連盟の要請により第2回全国視覚障害者学生柔道大会を支援して8月8
日に浜北ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅで開催しました。

開催イベントでは、大橋千秋（拳法
会・拳法）中島豸木（国士舘大・柔道）
神取忍（女子プロレス）福澤敏美（剣
道7段）など各武道のオーソリティー
が元に立ち柔道、拳法、合気道、剣
道などに挑んだ。

８月１７日よりニュージーランドとシンガポールへ
遠征した拳法会は、共に稽古し友好を深めた。ま
た、新しい技術や稽古方法が紹介された。もちろ
ん、マウントハットでのスキーや射撃体験（今回
は、西部劇スタイル）やシンガポールでは、マーラ
イオン公園等を訪問した。

ニュージーランド
　オールブラックスの若
手選手！　アイザック･ロ
スと聞けば、すぐに
ピィーンと来る。お母さん
は、クリスティーンロス
（世界第2位で女子オー
ルブラックス）お父さん
は、ジャック･ロスで204ｃ
ｍでオールブラｯルクス
である。アイザックは、
199ｃｍとお父さんより
は、小さいが全世界のラ
ガーのヒローとなること
間違いない。

女子部！
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2009三ケ日体験学習　　女子と参加者が増加！！　

第2回国際拳法選手権大会 in Nepal

インド拳法会とヨーロッパ拳法会が合同稽古

2009年5月20日

ネパールのポカラで第2回ｱｼﾞｱ国際拳法選手権大会
と2009アジア武道研究会が2009年4月13日から19日
まで開催された。大会結果は、男子一般、ジュニアで
ヨーロッパ選手が優勝しました。残念ながらアジア勢
は、借敗！2010年世界大会までの調整教化が課題と
なりました。しかし、女子選手のレベルは、高いと近田
孝夫師範より報告を受けた。

インド拳法会は、4月5日～10日、ヨーロッパ拳法会本部と合同稽古と研究会を行い日本選手打倒の秘策を錬った。
2010年世界拳法選手権大会においては、インド選手も注目の的となる。

４月１８日、１９日に静岡県三ケ日青少年の家で体験学習合宿を行った。　人物を「武徳を磨き育てる事」を目的と
した合宿は、通常の稽古は、少ないが様々な体験学習を行う。清掃ボランティアもその一つである。　これらの学
習は、４０年近く引き継がれ多くの人材を指導者とし世に送りだしている。この日も静岡県三ケ日青少年の家の先
生、職員から「親子で参加し正に理想的」で本施設の目的でもあると訓示挨拶された。「強くなることは、容易であ
る」　　　「指導者、素質、努力」が揃えば容易になれるが正しく生き、人の為、有意義な人生をおくる事は、至難の
業である。　拳法会は、人つくりを目ざす！！　「青少年健全育成」

＊　乱捕り
　　　ジュニア男子　　優勝，アライバ（EU)　　　２位，セゲン・シュパグルン　　　３位，ブッデイバ・バハド
　　　ジュニア女子　　優勝，ゴピラ・カテイ　　　２位，レビカ・シェーラプンジャ　　　　３位，プレーマ・プン
　　　シニア男子　　　優勝，ハビエル（EU)　　　２位，キシノ・クマラマ　　　３位，ルッドラ・ビルタバ
　　　シニア女子　　　優勝，ススマ・グルーン　　　２位，サーギ・タマラ　　　３位，バーバナ・サヒ
　＊　形
　　　　　　　　　　　　優勝，サンギター・ラマ　　　２位，キシナ・クマラマ　　　３位，バーバナ・サヒ
　＊　最優秀選手　　　　スぺイン選手（２名）

　＊　敢闘賞　　　　セゲン・シュパグルン　　　　　　ススマ・グルーン



ネパール日本教育文化交流協会が設立 ブベンドラ選手が武道留学

国際武道大学で！

可美道場での稽古

2009全スペイン学生選手権大会で借敗! 準優勝で終わる！ 愛知県見の森で体験学習！
よい輪が子供たちの人生を変える！
女子の参加が増え！大雨でも80名

世界拳法会連盟IKKO　Web: http://www.kenpo-kai.com

行事のお知らせ

前期浜松昇段審査　6月7日(日）　浜松市
前期浜松昇級審査　6月13日可美総合ｾﾝﾀｰ
2009全国選抜併に第33回東海地区拳法選手権大会　8月2日　浜松可美総合ｾﾝﾀｰ
支援事業：第2回視覚障害者全日本学生柔道選手権大会　8月8日　浜北グリーンアリーナ
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ遠征8月22日～8月29日

全日本拳法会　ken@righttec.com 053-439-0909
ホームページ http://www.righttec.com/ken/
ブ　ロ　グ http://book.geocities.yahoo.co.jp/gl/sentsukumo58

ネパール日本教育
文化交流協会が4月
21日カトマンズ市で
設立総会を行い日
本からは、近田孝夫
師範、スペインから
ファン･マリア･ビダ
ル師範が出席し設
立を祝った。

ブベンドラ選手が武
道留学し稽古に励ん
でいる。8月2日の第
33回選手権にも出場
してくるので成長が楽
しみ！

2009全ｽﾍﾟｲﾝ学生選手権で
拳法会が準優勝し王座を落
とした。（２００９　All　Spain
kenpo Championship　iｎ
Madrid）借敗し準優勝で涙を
呑んだ。最強を目ざしたが柔
術の関節技で苦戦し判定で
敗れた。打撃で勝負が付か
ないときは、寝技の勝負とな
るのが明確化した。

世界に広がる拳法会の和　恒久不変の真理・五常（仁義礼智信）を尊び武士道を貫く人づくり！

拳法会は、少子化対策とし「幼稚園の無料化」と平坦地での転倒事故死亡者が4000人になるのを撲滅する
為、「幼稚園の武道必修化」を目指します。　「転げまわる事は、楽しい！」
「学校部活動の改善」なくして地域クラブとの協調は、できません。　このままでは、日本のスポーツ教育の危
機となります。
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