


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍になって今年で 3 年目を迎え、第 6 波と呼ばれる感染拡大が起こり、相変わらず

稽古の中止や昇級審査、大洲少年空手道大会などの行事を延期するなど活動の自粛をするし

かありませんでした。 

しかし、オミクロン株の弱毒化もあってか、政府による屋外でのマスク不使用など感染予

防対策の緩和が始まってきて収束の光が見えてきてはいます。 

そのせいか、コロナ禍の際には少なかった入門者が、今春になって激増しており、このま

までいけば会員数５００人を伺うまでになってきました。 

この 2 年半のコロナ禍の中では、宿泊合宿はできず、潮見本部道場では恒例の夏の保護者

も入れたビアガーデンでの懇親会、年末の保護者手作りのカレーライスを囲んだクリスマス会をするなどの保護者を含

む交流ができなくなりました。 

そのせいか道場生間の交流や、保護者の方たちとの意思の疎通が難しくなったような気がします。 

そういった今こそ、大山倍達総裁が唱えられた極真精神の中にある「利他の精神で生きる」ことが重要であると思い

始めました。 

事実、新型コロナウィルスの感染拡大以降、国内外ではこの「利他」という考え方が注目されています。 

深刻な危機を乗り越えるためには、自分本位な行動や競い合いよりも他人と支えあうことが大切だとみんなが気づき

始めたのではないでしょうか。 

戸田道場では、大災害が起こる度に支援金を送り、また犯罪被害で亡くなった方の遺児に進学支援金を贈ってきまし

た。 

こうした他人の為に行動することも「利他」の一つの形ですが、自分も他の人がいなければ存在できないことを、深

く自覚するところが重要だと思います。 

我々は一人ではなく、親、きょうだい、友人、そして道場の仲間など多くの人達のお陰で生きています。 

その方たちを大切に思い、支えあうこと、そして試合に勝つことだけではなく、弱い立場の人に暖かい言葉をかける

ことも極真の大切な精神です。 

 今年１月の第５１回全日本空手道選手権大会では松木洋三選手が壮年部世界大会出場権を獲得し、４月の２０２２極

真空手全国「型」競技大会では戸田道場の３人が入賞し、さらに６月末の第２７回全日本少年少女空手道選手権大会(通

称グランドチャンピオン決定戦)には過去最多の２３人が出場をします。 

創設１０周年を５月に迎えた戸田道場は、会員数や大会入賞者数において愛媛県、いや四国において最大規模の最強

の組織になりつつあります。 

 それはそれで嬉しいことですが、組織の中で他人を思いやる心を育むことの方が大切ではないかと思っています。 

～組織創設 10周年を迎えて 利他で進む～ 

 

代表師範 戸田美智男 

 

一般社団法人国際空手道連盟 

極真会館 愛媛県戸田道場 

他者なくして存在し得ない私たち 



祝戸田道場創立10周年

潮見本部道場

潮見本部道場は平成１３年４月に久枝公民館と潮見公民館の2カ所で松山西道場として開設され、その後１９年
前の平成１５年１０月に現在の谷町に道場が完成して名称を潮見道場と変更しました。
戸田師範が警察官であり退職するまで営利事業に関わることができないことから、長女の寒作智美支部長が長

きに亘って道場責任者をしてきました。
当初は智美支部長や愛媛大学極真空手部員の佐藤賢太先輩や寒作典員先生、師範の奥様である恵子先生が指導

に当たって、警察官として多忙であり時には転勤で松山にいなかった師範をみんなで長く支えてきました。
また、潮見道場からは戸田師範の教えを受けた杉野師範代(空港通支部)、楠田師範代（三津・味生支部）、烏

谷師範代（三津・味生支部）、藤本鷹子支部長、寒作智美味酒支部長が独立して松山市内の５つの支部が後に開
設されました。
現在までの入門者は約２４０人で、現在の在籍数は６６人です。
師範を含めて愛媛県警の３人など合計８人の黒帯が指導をしています。
稽古は月曜、水曜、土曜日の3回で月、水曜日は少年部と一般部混合で、土曜日の前半は少年部、後半は中学生

以上の一般部が稽古を行っています。
道場の特徴としては、まず、中学生以上の一般部が道場生の半分を占め、特に中学生が１６人もいて稽古に励

んでいることが挙げられます。
幼年から小学生を経て中学生になっても部活や勉強と共に続ける人が多く、潮見本部道場の厳しい中にも親身

になっての指導方法に魅力を感じているからではないでしょうか。
また、５組１２人もの親子が稽古に励んでいてアットホームな雰囲気もあります。
戸田師範は「結果はどうであれ、大会に出るからには入賞を目指して努力する」という方針で、休日や時間延

長して強化稽古を行うなど、今年の第２７回全日本少年少女空手道選手権大会（通称グランドチャンピオン決定
戦）に５人、４月に行われた２０２２極真空手全国「型」競技大会に４人の選抜選手を送り出すなど、多数の入
賞者を輩出し成果を上げています。
ただ、戸田師範は入賞することより大切なことは、勉強や仕事と極真空手の両方に努力して強い心と身体を

作って、社会に貢献できる人物になることであると常日頃から言っています。
潮見本部道場では戸田道場設立１０周年を迎えて、厳しくも思いやりを持って、極真空手の武道精神と技を

しっかりと指導して「自分の生活をより豊かにしてくれるこの空手を一生続けたい」と思ってライフワークとし
て続けてもらえることを目指して行きます。



新居浜上部支部・新居浜川西支部支部長・戸田道場主席師範代 濱井敦史
平成２９年３月に開設した上部道場、令和３年１１月に開設した川西道場には現在合計３７名(令和４年１

月現在)の道場生が在籍しています。親子、兄弟での入門も多く、各々が時にはライバルとして、また時には
良き理解者として接し、稽古中厳しい側面が多くみられます。上部道場では開設5年目にして、目標だった全
日本大会への出場が叶い、ますます稽古に熱が入っております。
ここ数年の新型コロナウィルスとの戦いや共存の中、道場での稽古方法や時間も紆余曲折がありましたが、

制限された中での自己研鑽を皆が真剣に考え努力することにより、必ず夢が叶うのだという信念が芽生えて
います。今後もさらに上を目指し、他のライバル道場に負けないよう道場生一丸となって頑張ります。そし
てこの素晴らしい極真空手を修行する同志をもっともっと増やしていきたいと思います。押忍。

新居浜川東支部支部長 青野大輔
戸田道場１０周年にあたって、先ずは、戸田師範おめでとうございます。そしていつも有難うございます。思い返せば戸田師範とご縁をい

ただいたのは、もう２４年も前になります。
当時、戸田師範が旧大洲警察署で青少年健全育成の一環として開かれ、今も続いております、大洲空手教室のお手伝いをさせて頂いてから

となります。
正月の雪が吹雪く中でも行われていた肱川にての寒行、足が痛くて泣く子供達もおりましたが今では懐かしい思い出です。
数多くの方との出会いと想いが積み重なって開催されるようになり、大洲少年空手道大会等今では四国でも有数の青少年健全育成の礎と

なっております。一つ一つの節目を思い返しても戸田師範の大きな志、大きな心が多くの方の心を動かし、今こうして１０周年を迎えること
が出来た事を誇らしく思います。
戸田道場を開設されてからも戸田師範の想いは愛媛から世界へと繋がる、栄えある大会へとの想いから志賀選手・神原選手という日本代表

選手も輩出されるばかりではなく、自らも組織の先頭に立ち、一昨年には満身創痍の中、世界でも有数の６段位への昇段を果たされただけで
なく、あの田畑師範・七戸師範というキングオブ極真空手とも言われる両師範より、「私達は大山総裁の内弟子です、本日の戸田師範の審査
は大山総裁の審査基準で審査致しました。戸田師範は空手の技術だけでなく人物も６段に値し更に７段８段と精進して下さい。戸田美智男６
段位を相傳ス（あいゆるす）」とのお言葉を頂き、私青野もその貴重な場に立ち会わせて頂きました。恥ずかしながら私は審査会場での両師
範のピリピリした雰囲気と戸田師範の気迫に圧倒され体調不良になったほどです。
青野個人としましては、昨年は初めての重病により半年間療養を経験し、未だに後遺症に悩まされてはおりますが、世界一の戸田師範のも

と頑張って行きたいと思います。



西条支部・西条氷見支部長 志賀賢一
戸田道場１０周年におきましてまず設立当初から戸田師範の粉骨砕身お力を注ぎ頂いた事によ

りまして現在の我々があります事を強く感じ、深く感謝の念を抱いております。
西条道場の今後展望としまして戸田道場の発展の一端を担うべく、第一に後進の育成に尽力し１
０年、２０年先を見据えた指導を致していきたいと存じております。
現状はまだ黒帯を取得した者は西条道場からはおりませんが道場生に戸田道場の黒帯を取得す

る事の価値観を説き組織の発展の礎となる人材を育成する事を第一の目標とし、稽古に邁進して
参ります。
未だ新型コロナウィルスが社会に多大な影響を及ぼしておりますが感染対策を万全に稽古に取

り組み、感染症に負けない強い戸田道場を目指して西条道場一同頑張ります。

新居浜高津支部支部長 高津信二
高津道場は2021年11月に、今まで道場として使用していた川東中学校の武道場から移転して発足した新しい道場です。同じ川

東地区に神郷公民館という稽古場所が有りエリアが被っていた為、隣町の設備が整っている高津公民館の移転に踏み切りました。

本当は9月からのスタート予定でしたがコロナ過の影響で2ヶ月道場が利用出来ず、その間はオンライン稽古や野外稽古を行ってい

ました。コロナの影響もありますが、今は道場で稽古が出来ています。

私は戸田道場発足時から、稽古に参加させて頂いていますが、改めてもう10年も経ったのかと思います。始めての夏合宿に参加

させて頂いた時には、まだまだ道場生が少なく、大洲青少年の家の卓球場で稽古をした事も有ります。その時に師範から教えて頂

いたヌンチャクを中心とした武器術や廻し受けをベースとした護身術は今でも昨日の事の様に思い出される良い思い出です。それ

が現在では約400名の道場生を抱え愛媛県屈指の空手の強豪団体になった事は本当に凄い！の一言です。

高津道場としては昨年12月に道場生の白石将博先輩が黒帯を取得し、これにより新たな指導員が増え今後益々パワーアップして

行くと思います。2022年度の目標は道場生全員が様々な大会にチャレンジし組手や型の強化選手を一人でも多く生み出せるよう

に頑張る。そして道場生を３０人にする事です。少しでも目標に近づける様に頑張ります！押忍。



今治支部支部長 神原敏行
先ずは戸田道場創立１０周年誠におめでとうございます。
戸田道場が長い間多くの方々に愛され続けているのは、戸田師範のお人柄そして師範代、先生方のご

尽力によるものと改めて実感しております。戸田道場の一員として、今後益々発展していける様に私自
身も精進して参ります。
今治道場は平成２６年３月から戸田道場に加盟しました。現在に至るまで約８年になります。私自身、

全日本大会、世界大会と多くの試合を経験させて頂きました。
今後の目標はこの経験を一人でも多くの戸田道場生に還元し、戸田道場から極真の世界チャンピオンを
輩出する事です。

松山味酒支部支部長 寒作智美、愛媛県消防極真空手部責任者 寒作典員
一般社団法人国際空手道連盟極真会館愛媛県戸田道場（以下「戸田道場」）が設立して今年で１０年となりました。振

り返れば、あっという間の１０年でしたが、設立した時に１０歳だった子供は２０歳となり立派な社会人です。この１０
年間に沢山の道場生に出会いました。
私は戸田師範の、戸田道場の空手理念・教育方針を道場生に伝え続けた中で、空手を続けている道場生はもとより、退

会した道場生についても、全ての道場生が『極真空手をやって良かった』と感じてくれていると思っています。
松山味酒支部には、まだ、黒帯はいませんが、茶帯や緑帯といった黒帯候補生が育ってきています。
戸田師範はよく言われます「戸田道場はまだまだ、発展期であり、成長期である」と。確かに、黒帯も増え、これから

の１０年は更なる組織の成長と道場生の成長が見込まれます。黒帯の先生、先輩や今、茶帯、緑帯の道場生はもとより、
全ての道場生が１０年後には戸田道場の主軸になる可能性があります。また、今、社会人となった道場生達は社会の主軸
になっているかもしれません。
しかし、だからこそ戸田師範の、戸田道場の空手理念・教育方針を念頭におき、迷ったならば原点回帰し、道場責任者

は道場生を正しく導く必要があると思っております。
今後も、道場生を正しく導くことに尽力するとともに、戸田道場の益々の発展を祈念いたします。押忍。



松山空港通支部支部長・戸田道場師範代 杉野弘昭
松山空港通支部は新日本建設様の３階をお借りし開設して７年になります。現在、幼稚園年長から５３歳まで

の方が稽古に励んでいます。戸田道場全体でもそうですが特に当道場では親子や兄弟で入門している方がほとん
どでまさしくファミリー空手を実践しています。家族で励まし合い助け合うことで家族の和にも繋がっています。
戸田道場創立10周年を迎えては組織拡大と指導者の育成を第一に考えています。その為にも当道場からは未だ

黒帯を輩出していないので指導に全力を注ぎたいと思っています。そして戸田道場の将来を担う人材を一人でも
多く育てたいと思っています。
また様々な道場生のニーズに答えて歳を重ねてもこの空手を一生続けて行きたいと思えるように「自分に厳し

く人にやさしく」をモットーに共に汗を流して行きたいと思っています。

松山三津支部・松山味生支部支部長・戸田道場師範代 楠田 正志
松山三津支部・松山味生支部支部長・戸田道場師範代 烏谷伸
戸田道場開設１０周年、おめでとうございます。戸田道場は、今や各大会での入賞者も非常に多く、県下でも強豪の道場に

成長したと思います。
そんな中で、三津支部は平成２９年４月に開設して今年で６年目、味生支部は令和元年５月に開設して今年で４年目になり

ます。両道場とも、第一に基本および礼儀等を習得させることを指導方針としておりますが、各大会に出場する道場生も増え
てきて、少しずつではありますが、入賞者も出ております。
ただ、上級の部の入賞者が出ておりません。そこで、今後の目標と致しましては、実績にこだわり、型及び組手の上級の部

で入賞者が出るよう、できればグラチャンの出場権を得る選手を育成したいと思っております。

松山三津支部

松山味生支部

松山味生支部



松山鷹子支部支部長 藤本勉
戸田道場が誕生し早いもので１０年が経つのと同時に、自分も戸田道場の一員として１０年が経ちます。

この１０年色々なことがありました。自分も現役を引退し、平成３０年３月に鷹子道場の責任者になりま
した。
道場開設時、自分の現役時代の経験を活かし強い道場生を沢山育てていくぞと意気込んで始めましたが

現実は厳しく、なかなか結果につながりませんでした。しかし、自分の努力と情熱を注ぎながら指導して
いくうちに段々と結果がついてくるようになりました。
今現在鷹子道場では審査では６級(黄色帯)に昇級した道場生が育ったり、大会では自分の息子のことで

恐縮ですが準優勝したり、８位入賞者が出たり、一回戦突破したりと今迄はなしえなっかたことが起こる
ようになってきました。しかし、準優勝以外初級の部での結果ですが・・・
ですので鷹子道場のこれからの目標はまず昇級の部での優勝者の輩出、次に上級の部での優勝者を輩出

を第一の目標とし、いずれは世界に通用する者と人間的に誰が見ても非の打ち所がない素晴らしい人格を
持つ者を育てていくことを目標にこれから稽古に打ち込み、指導の方していきたいと思っております。

大洲警察署空手教室、内子大型交番教室責任者 山岡 忠徳
大洲警察署空手教室は、戸田師範が大洲警察署生活安全課、課長時に開設された道場です。後に大洲警

察署署長として再び大洲警察署勤務となり戸田師範には、とても思い入れのある道場であります。戸田師
範より常々言われている大きな声を出す事について厳しく指導しており、県内一声が大きいとお褒めの言
葉を頂いております。
今年は、強化選手Ｂに上浅史人君（小４）が認定され、強い選手も出てきて道場生に良い刺激となり組

手に活気が出てきて道場生一同頑張って稽古に励んでおります。
内子大型交番教室は、戸田道場でとても恵まれた環境で、月に一度、戸田師範による師範稽古が実施さ

れている道場です。道場生には、本部以外の道場で戸田師範の稽古ができるのは有難い事であり、頑張っ
て稽古をするように言っております。
今後は、強化選手、グラチャン出場選手を多く育てて参りたいと考えております。



 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 本日は２５年を超えて戸田師範とお付き合いをさせて頂

いていて、弟子であり、子供を預けている親として誰よりも

師範のことを知っていると自負する私が司会をさせていただ

きます。宜しくお願いします。 

―戸田師範の経歴 

東 まず、戸田師範がどんな人生を歩んできたか、空手の修

行歴を含めてお話していただけますか。 

戸田 はい、私は山口県岩国市の出身で、祖先は岩国藩の下

級武士でした。父が国家公務員で転勤が多くて、小学校は滋

賀、三重と２度、中学校は大阪、山口と２度転校して新しい

学校に慣れるのに苦労しました。高校は山口県立岩国高校普

通科でした。  

空手は高校１年生の時に軟弱な自分を変えようと思いつい

て、地元の私立高校の教師で住職をされていた方が指導して

いた剛柔流の道場に入門したのが最初でした。 

３年生の時に県大会で優勝し、神戸で行われた全日本大会

で準優勝して一躍有名になり、剛柔流の大学空手部の複数か

ら入学を勧誘されました。 

東  極真空手と出会ったのが大学時代ですか。 

戸田 そうです。松山商科大学(現松山大学)に入学し、強豪

として歴史のある松濤館流の空手道部に入部しました。しか

し、途中でケンカ空手で有名であった芦原英幸先生（芦原会

館初代館長）が率いる極真会館に代わったのです。流派が代

わった理由は、当時芦原先生や二宮城光先輩(現円心会館館

長)が、次々と松山市内の他流派の道場破りをしていて、松山

商大の空手同好会や愛媛大学空手部も道場破りにあってノッ

クアウトされて強制的に流派を変えられていたのです。 

ところが、私たちの空手部の師範は戦わずにすんなりと極

真会館に代わったわけです。戦って倒されるのが嫌だったの

でしょうね。私は翌年主将となったのです。今では考えられ

ないような時代でした。 

その後は、芦原先生の厳しい指導のもと、卒業してからも

極真空手を続けて結局９年間お世話になりました。極真空手

の中でもステップを使って掴みや投げをする「サバキ」のあ

る芦原空手は実戦的であり、警察での多くの犯人制圧に役立

ちました。 

 

創設１０周年を迎えて  座談会 
～草創期から発展期に そして飛躍期を目指して～ 

 

―なぜ刑事人生を歩んだのか 

東 次に警察で刑事となったいきさつについて教えてくださ

い。 

戸田 芦原先生の指示で、実戦の場で腕を試すことと胆力を

付ける為としてキャバレーやクラブの用心棒をやっていまし

た。チンピラやヤクザのトラブルを時には力ずくで止める危

険な仕事であり、かなりの高給取りでしたが、住んでいたアパ

ートに空き巣が入り給料を全て盗まれてしまい凄くくやしい

思いをしたのですが、どうすることもできず、悶々としていた

ところ高知県警から犯人が捕まったと連絡を受けて非常に嬉

しくて「善良な市民を困らせる泥棒を捕まえる刑事になろう」

と決心して昭和５１年に愛媛県警の警察官になりました。 

警察官になってからは刑事を目指してまっしぐら、交番勤

務の休みの日も刑事課に手伝いに行き２５歳で念願の刑事に

なり、数年後、ついに松山東署の盗犯専門の刑事三課の配属に

なり、６年間スリや空き巣などのたくさんの泥棒を捕まえま

した。 

その後、生活安全や凶悪事件担当の捜査一課でも長く勤務

し、警察署長や刑事部の幹部として警察組織を運営する立場

となりました。 

東 なるほど良く分かりました。戸田師範が刑事として多忙

な仕事をしながらも、空手への情熱を絶えず燃やし続けたこ

とは本当に誰にも真似できないことだと感じますが、私と知

り合った当時も毎朝走った後に、近くの空き地で空手のトレ

ーニングをされていて、さらに仕事が終わってから子供たち

に空手を教えていることを知って凄い人がいるなあと思って

いました。 

―師範との交流 

東 続いて、私と戸田師範の交流について話しますが、続けて

濱井師範代もお話しいただけますか。 

私が平成９年に警察学校を卒業して赴任した大洲警察署で

生活安全課長をされていたのが師範でした。既に子供対象の

大洲署空手教室が始まっていて、警察の仕事をしながら無償

で空手を教えられていることに感動すると共に、少年の育成

活動に関心があったので、空手教室に入門させていただきま

した。 

 

 

今年５月で創設１０周年となった極真会館戸田道場。設立当初は九十人余りの会員数

でのスタート、出場した大会 では序盤で負け続けて弱小、最弱組織であったのが、今で

は会員数五百人を伺い、各種大会でも入賞者を量産し、愛媛県内いや四国でも最大、最

強の組織になりつつある。 

戸田師範の側近として、その歩みを見続けた愛媛県警極真空手部の東元（はじめ）副

部長と濱井敦史首席師範代に戸田師範を交えて、この十年の成長の過程を振りかえっ

てもらい、さらなる発展の道について話し合ってもらった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空手関係は当然、政治、歴史等多彩な本を読みます。旅も読書も

非日常の経験ができる点が共通であり、短い人生で日常と違う経

験と感動が得られるのが楽しいのです。 

―１０周年を迎えて 

東 では、次に戸田道場設立１０周年を迎え、今のお気持ちをお

二人に伺いたいと思います。師範には戸田道場設立の経緯などを

お伺いします。 

濱井 正直、あっという間だったという感想です。十年ひと昔と

言いますが、思い起こすと本当に色々なことがあった十年です。

極真空手の創始者大山倍達総裁が亡くなり、分裂や離合集散が繰

り返されていた最中の十年前に、所属していた前組織の館長の不

祥事が明らかとなり、戸田師範が考え抜いたあげく一般社団法人

極真会館加盟という結論に行き着き現在に至ります。 

加盟当初は潮見本部道場、大州、県警空手部のみで道場生も数

十人の組織でしたが、その後戸田道場の理念に賛同する旧組織の

各道場が次々と加盟し、また新しい道場もできて現在は県内１５

支部と県警、県消防の２つの職域クラブで４５０人近くの大組織

となりました。コロナ禍の現在も新規入門者が後を断たず発展進

化し続けていると感じます。 

戸田 そうですね。諸事情で極真会館松井派に昭和６２年に再入

門して高見成昭師範の門下生となり、県警極真空部、大州教室、

潮見道場を作って師範代をしていました。ところが平成２３年に

組織の反社会的事案が大きく報道され、当時大洲警察署長であり

警察内部でも批判が起こり、悩んだ末に翌年３月に退会して、５

月に加盟国が多くて営利を求めず、しかも大山総裁が作られた極

真空手の精神と技の継承を主体としている今の極真会館に加盟を

したわけです。 

―組織の方向性 

東 １０年前に新たに組織を作られたわけですが、今に続くその

方向性を教えてください。 

戸田 まずは極真空手として最強の空手を目指すことを最重要の

目的とし、さらに礼節や忍耐、勇気そして慈愛などを基盤とした

極真精神の普及をしたいと考えました。 

そして以前は「極真空手にはお金がかかる」という声が多かった

ことから、昇級審査料や合宿費などを前の組織のほぼ半額とした

他、各道場の多額の加盟料をなくして道場生の数によって金額を

決める分担金として、個人ではなく事務局に支出してもらうシス

テムにして道場生や保護者、支部長たちの経済的負担を軽くする

ことにしました。  

さらに、分担金を全国大会や海外の大会の選手の出場料や旅費

に当てるなど選手活動の費用や、さらに東日本大震災や西日本豪

雨、熊本地震などの災害被災者への支援金、犯罪の被害にあい亡

くなった方の遺児への進学支援など利他の精神で毎年多額の寄付

をしてきました。 

 

 

師範との交流はそこから始まったのですが、それから２５年、当

時はまさかこんなに長くお付き合いを続けるとは思いませんでし

た。  

師範が私の結婚式の披露宴での来賓スピーチで「年の離れた友

人のような関係を続けています」と言っていただけたのは嬉しか

ったです。 

濱井 私は戸田師範が新居浜署で刑事管理官(警視)をされていた

平成１７年に、署の武道場で一緒に稽古を行い、お酒の席も多く

なって親しくなりました。 

その後、１０年前に戸田道場として極真連合会に加盟後は、川

東道場の指導員として指導のお手伝いをしており、審判資格を取

ってからは常に大阪での全日本少年少女空手道選手権大会や全日

本ウェイト制空手道選手権大会、東京での無差別の全日本空手道

選手権大会に審判として師範に同行させていただくようになりま

した。 

審判として高度な技の応酬である全日本大会を間近で見て、空

手の奥深さを感じるようになったうえ、これまで雲の上の存在で

あった全日本大会のチャンピオンであった桑島師範や七戸師範な

ど、人間的な魅力にあふれる全国の多くの師範方と接する機会が

増えて空手人生の大きな転機になったのでした。  

東 戸田師範と一緒に行動されて何か他に思い出はありますか。 

濱井 戸田師範とは全日本大会に行った夜には必ず酒席を共にさ

せていただき、普段見せない師範の一面や心に秘めた思いを感じ

させていただきます。もちろん私に首席師範代としての心構えや

やるべきことを時には厳しく、時には優しく叱咤激励していただ

きます。丁度一回り１２年の年の差で、親というには近すぎ、兄

というには遠すぎる年代です。この微妙な年の差が私には新鮮

で、師範との会食は常に楽しいひと時です。 

コロナ禍での今年一月の東京での全日本大会では、同じホテル

に泊まって師範の宿泊している部屋で、スーパーで購入したお惣

菜をつまみに長時間居座って焼酎ボトルを空けてしまいました。

この時ばかりは、まさしく「酒席」師範代としての役目を果たし

ました。 

戸田 私もお酒は好きな方で濱井師範代と飲むとついつい時間を

忘れてしまいます。 

東 私も弟子の一人ですが稽古よりも飲み会要員として、大会打

ち上げ等の酒席の司会が主な仕事になっています。 

東 戸田師範は他にどんな趣味をお持ちでしょうか。 

戸田 何といっても旅行ですね。高校時代から友達と列車で日本

中に旅行に行きました。海外にも１２ヵ国行っていて、空手の大

会や指導で海外に行ける今の立場は嬉しいですね。早くコロナが

収まって戸田道場の選手や審判と一緒に世界中を駆け巡りたいで

すね。後は読書ですね。本屋では色々な本を読んで２時間位は過

ごせます。気に入った本はすぐに購入するため本棚は一杯です。 



東 愛媛県空手道選手権大会(現四国選抜空手道選手権大会)も

選手ファーストでの開催を続けてこられましたね。 

戸田  以前の大会は、開催が新聞にも載らない、もちろんテ

レビでの放映もされない、言い方は悪いですが出場料目的の大

会に見えていました。本当に選手が出たいと思う「栄えある大

会」にしたくて、愛媛県武道館主道場で試合場の舞台を上げて

見栄えを良くして、さらにオープントーナメントとして全国か

ら他流派を含む多くの強豪選手の出場を受け入れ、さらに世間

の注目度を上げるため、お金が凄くかかりますがテレビ中継を

始めました。その結果、大会がテレビニュースで放映され、愛

媛新聞にも大きく取り上げられるようになりました。 

コロナが収まれば、アィデアを駆使してさらに様々な活動を

行い、極真空手をすることによって、自分の生活をより豊かに

できて「この空手を一生続けていきたい」と思えるようになっ

て欲しいと考えています。 

―愛媛県警極真空手道部とは 

東 では、戸田道場の中核を担う愛媛県警極真空手道部につい

て戸田師範にお伺いします。 

私が調べたところ、戸田師範が、県警内の色々な流派で稽古

をしていた警察官の指導を始められたのが、平成２年からで平

成１１年に１０周年記念パーティをしています。そうであれば

今年で発足３３年目になります。また平成１４年当時の名簿に

は県警極真空手部の名前で統一されています。どういった経緯

で警察内に空手部を作られたのです。 

戸田 良く調べましたね。正直、他流派の警察官を含めていつ

から教えたのかよく覚えていないのです。４０歳初めには他流

派の警察官も集めて指導をするようになった記憶があります。

三島署(現四国中央署)刑事課勤務時の平成５年に当時の館長に

認可を受けて「愛媛県警極真空手道部」として正式に発足した

のです。 

東 では、今年で設立２９年目となり、来年は３０周年の節目

となるわけですね。盛大に祝賀パーティを開きたいですね。

(笑) しかし、師範はなぜ県警にこれほどまでして極真空手を

広げたかったのですか。 

戸田 それは犯人の反撃など命に係わる危険な業務の多い警察

官に、私が長く体験してきた実戦で使える空手を習得して欲し

かったからに他なりません。確かに警察では柔道や剣道、そし

て逮捕術の術科がありますが、極真空手はそれらにも勝るとも

劣らない武道だと信じていたからです。何より私が多くの犯人

を捕まえた際に極真空手により相手を制圧していることが、そ

の証左でしょう。 

それで、転勤するたびに警察署で空手部を作り、退職近くの

３年間は県警察学校での課外授業として初任科生に教えるな

ど、合計で２００人以上の警察官に指導してきました。 

また、警察官を志望する若者の入門も多く「戸田道場で空手

をすれば警察官になれる。」という噂が広がっていると聞きま

した。考えれば多くの道場生が警察官になっていますから、半

分は本当かもしれません。 

東 大洲署時代に初めてお会いしてから今まで感じることは、

僭越ながら戸田師範はその時代ごとに人に恵まれているなと感

じます。 

それは師範の日々の努力が一番なのでしょうけど、仕事への

前向きな気持ちであったり、空手へのひたむきな思いであった

りとブレがないからこそなんでしょうね。だから、警察官はも

とより師範を慕って集まる人や、協力してくれる人が絶えない

のだと思います。 

戸田 いやあ、私は単純ですから、正しいと思ったら突き進

んでしまうのです。大会会長の井上社長や支援してくれる多

くの方々のお陰です。 

―組織の拡大 

東 大きくなったと言えば、昨年末に新居浜高津支部、新居浜

川西支部、西条氷見支部と立て続けに道場を開設しました

が、新たに川西支部を作られた濱井師範代はなぜ支部拡大を

されたのでしょうか。  

濱井  先に言ったように戸田道場に加盟する道場が増えてい

く中、新居浜地区には責任者として運営する川東道場が唯一

ありました。地理的に東に偏っており、他の地区で空手を習

いたい人たちが他流派や伝統空手などに流れていました。川

東道場に通う少年部の中にもご父兄が遠路送迎をしている場

合も数名いて、その負担を大きく感じていました。そんな時

に戸田師範から他地区にも道場を出してみたらどうかとお声

かけいただき、道場新設の思いが一気に爆発し直ぐに候補地

を探して、川東道場とは対角に位置する中萩地区に道場を新

設しました。その後、稽古日を増やして欲しいという声が多

数寄せられて角野地区にも設け、それが新居浜上部支部とな

りました。さらに昨年後半に市内中心部に 近い場所に念願の

新居浜川西支部を開設することができこれで新居浜地区一円

をカバーする体制が整いました。 

そして何より極真空手の素晴らしさ、戸田道場の理念を空

手の技と共に後世に伝えることができ、日々生きがを感じな

がら道場での指導に邁進しています。 

戸田 濱井首席師範代のフットワークの良さ、何より道場生を

思っての行動にはいつも感心しています。新居浜川東支部の

青野支部長や高津支部の高津支部長、白石副支部長と協力し

て新居浜地区のさらなる発展をお願いしたいと思います。 

私としては、実力のある指導者によって支部道場の拡大が

できればと考えています。ただ、単に道場生だけを増やして

もきちんとした指導ができなければ、真の極真空手の普及は

できないと思っています。何より極真精神を持ったうえに、

しっかりと技を習得した指導者を多く育てることが重要で

す。 

東 なるほど。師範のしっかりしたお考えに基づく指導が、短

期間に組織が充実してきた理由かもしれませんね。 

濱井 新しい黒帯も毎年沢山生まれており、今後更に道場設

立も増えて、さらに愛媛県内全域を網羅するようになれば素

晴らしいですね。組織は必ず栄枯盛衰があります。だからこ

そ常に上を向いて前進し続ける必要があると思います。 

―大洲大少年空手道大会・大洲空手教室の歴史 

東 ところで、師範は少年問題を扱う生活安全部でも仕事を

されていて、私が初めてお会いした大洲警察署でも生活安全

課長をされ、そこで少年教室を始められ、続いて大洲少年大

会の開催をされたのですね。 

戸田 そうです。大洲署に赴任したのが平成８年で、それま

ではずっと刑事部に所属していて、少年問題には全く疎く、

悩んでいたところ「私には極真空手がある」と思い付いて少

年教室をスタートさせ、さらに翌年から大洲少年大会を始め

ました。当初は警察官や地元の企業の寄付で費用を集め、５

年間くらいは出場料を無料でやりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田 何も大会の成績が良くなくても、極真空手で培われた

強い心身、胆力によって社会に出た時にきちんとやっていけ

る大人になって欲しいと思っています。毎年、昔の道場生か

ら年賀状が沢山来ますが、立派な社会人になって子供が産ま

れたと報告があったり、中には「戸田先生の厳しい指導が今

の私を作っています」と書かれていたり、やってきたことが

間違ってなかったと大変嬉しくなります。 

濱井 私も師範と同じような考えで子供たちを指導していま

す。 

―１０周年を迎えた現状と問題点 

東 それでは、創設１０周年を迎えた戸田道場の現状と問題

点についてお話しいただけますか。 

濱井 １０周年を迎えた戸田道場ですけど、まだまだ安定し

た盤石な組織とはいいがたいと思います。その大きな要因の

一つが、大会や合宿などの行事や組織運営に関することで

す。 

師範代と支部長と黒帯でかなりの数がいるにも関わらず、

役割分担は進んでおらず、常に師範に心配をおかけしている

現状は各人が承知のことと思います。戸田師範は頑丈で元気

で、しかも英明であるとはいえ、年齢的にも無理は禁物です

し、過去に体調不良や大きな怪我もあり、みんなで今一度組

織運営の一端を担うための業務分担を、よりいい組織にしな

くてはならないと思います。 

東 他にも問題点はありますか。 

濱井 もう一つの大きな要因が、指導者が本当に極真精神を

理解し、実践しているかという疑問です。これは人間である

以上、完璧な聖人君主のようにはなれませんが、私を含めて

そこに向かい日々努力しているかどうかです。 

機会があるごとに師範は極真精神について説かれています

が、大山総裁や歴史上の書物を読むとか，ＳＮＳを活用して

極真の歴史を紐解いてみるとか、道場生や保護者にも普段の

行動や社会生活で極真精神の生かし方を、嫌みのない程度に

レクチャーしてみるなど方法はいくらでもあると思います。

まずは「隗より始めよ」そして「義を見てせざるは勇なきな

り」です。私もこの諺を肝に銘じて生きていきます。 

東 道場生が増えたとか、試合の成績が良くなったという、

耳ざわりのいい言葉だけでなく、問題点を指摘して組織を良

い方向に向かわせよとしている濱井師範代のお考えは立派だ

と思います。師範はいかがお考えでしょうか。 

戸田 組織を思う濱井師範代の言葉は有難いです。ただ現在

は、師範代、支部長の皆さんが共に運営に携わろうという機

運が生まれていることは間違いありません。また、単に道場

生が増えたというだけではだめで、その根本には極真精神と

いうベースがあって技術を教えるだけではなく、礼節など精

神的ことも教えて育てるという指導者の意識が必要でしょ

う。そのためには濱井師範代がいうように、指導者は勉強し

自分を磨き続けなければいけないでしょうね。 

 

東 私も大会運営のお手伝いをしていて、そのことはよく覚

えています。少年教室も大会も、戸田師範の青少年健全育成

の熱いお考えのもと２５年も続いていることは凄いことで

す。第１回大会が行われた当時は県内で少年の大会が珍しか

った時代で、回を重ねるごとに多くの子供たちが目標にする

県内最大の大会へとなりましたね。 

戸田 確かにそうですが、今やどこでも子供たちが出場でき

る大会はあり、コロナ感染予防のために昨年から戸田道場だ

けの大会となりました。私としては多くの流派が集まる大規

模な大会は四国選抜空手道選手権大会に譲り、大州少年空手

道大会は戸田道場での実力向上のためと親睦、融和の大会と

して継続できればいいと思っています。  

―極真空手による子供の健全育成 

東 次に戸田道場の最も重要な問題である子供たちの育成問

題についてお話を伺いたいと思います。私も息子を２人とも

師範に預けて極真空手をやらせていますが、子供に何か運動

をさせたいと思っていて入門させたのですが、今の様にガン

ガン試合に出させてあちこちに遠征に行くような生活は考え

てもいませんでした。嬉しい誤算というか、お陰で息子らの

試合は私にとって生きがいになっています。試合をする彼ら

は大変でしょうが(笑) 

師範がいつも道場生に言われている「空手だけで終わった

ら何にもならない、苦しい稽古や試合をする空手が仕事や勉

強、社会生活とリンクすることに一番意義がある」というそ

の考えには感銘を受けています。私は子供たちが文武両道 

を体現する存在になってもらいたいと思うようになりまし

た。 

戸田 私は極真空手を通じて子供たちが心身ともにたくまし

く育って欲しいと思っています。そのためには、まず「どこ

までもベストを尽くす」ということが大切です。厳しい空手

の稽古を続ければ、どんな試練にも簡単にあきらめず、頑張

ればできるのだと自分が信じられる精神を育むと思います。

空手の組手はサポーターやヘッドガードをつけているとはい

え、子供にとっては大変怖く、戦うことは勇気のいることで

す。それを乗り越える為に稽古を積むことで、しっかりとし

た受けや攻撃ができるようになって、恐怖や不安を乗り越え

る胆力がつくと思います。 

保護者の皆さんも、子供たちが空手の稽古がつらく、嫌に

なることもあると思いますが励まして、見守りながら他の子

供と比べるのではなく、努力した結果、それまでの子供自身

と比較して少しでも上達していれば褒めてあげることで自信

がつくのです。ある面、保護者の方も子供たちと一緒に成長

をして行くことが大切だと思います。 

東 確かに戸田師範の子供への育成方針は大洲時代からの２

５年間変わっていませんね。潮見本部道場では戸田師範を親

ごさんも信頼していて私の子を含めて中学、高校まで続ける

子供が本当に多いですね。大半が部活や勉強と空手の３つを

頑張っているのが凄いと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数の会員がいて、全国的にも規模や内容が充実した大きな

影響力を持つ組織であるとの自覚を支部長方が持って、そ

の行動に責任を持つことが大切です。それは道場生への態

度や接し方に現れます。入門者が増えて退会者が減り、そ

のうえ大会で活躍する道場生が増えているのはその結果だ

と思います。 

 これからもフルコンタクト空手界に影響力を与える、世

界に伸びる戸田道場であることが我々師範代、支部長に課

せられた使命だと思います。 

東 私も同感です。戸田師範がコロナ禍であっても言い続

けてこられた「極真空手によって日々の生活を豊かにす

る。」という考え方が我々の指針となると思います。 

 個人的に事情があって空手から離れることがあっても、

戸田道場で修行したみんなにとって思い出の場所であり、

古里のような存在であり続けて欲しいと感じています。 

 戸田師範が警察を退職してから１０年になるのに、これ

だけの数の現職警察官やＯＢがついてきていることがその

証（あかし）ではないでしょうか。  

戸田 ２人は私の最高の理解者なので、今日の座談会は私

の思いを全て話してくれました。それぞれの支部道場が少

しずつ正しい道を歩んでいけば道場生はもちろん、子供た

ちの保護者の皆さんも安心して戸田道場に預けていただけ

ると思います。 

コロナ禍で泊りがけの合宿もできず、大会でも大きな声

での声援も制限されるなど各支部道場の道場生の間の 

「絆（きずな）」を結ぶことが難しかったのですが、コロ

ナも落ち着きかけていますし、道場生には親子やきょうだ

いという多くの家族がいますから、家族で楽しめる新しい

競技を行ったらと考えています。 

東 なるほど厳しいだけでなく、道場生の間の絆を深める

行事もたくさんやって頂きたいです。 

本日は忙しい中、有意義なお話をしていただき有難うござ

いました。 
 

―今後の展望 

戸田 では、最後になりますが、これからの戸田道場の展

望について二人の考えを教えてください。 

濱井 私たちの組織は、いつも戸田師範が言われているよ

うに極真精神に基づいた歩みをさらに進めることが基本と

なると思います。競技としての強さだけを求めるのであれ

ば昇級審査や昇段審査など技の上達を確認する必要ありま

せん。大会に出て結果を残すことだけなら、そのための練

習を集中的すればいいわけです。また、精神論のみ強調し

道場生全員を画一的に指導すると自分で考える力がなくな

り、壁にぶつかると解決できず空手で培ったものを失うこ

とになります。指導方法は試合に勝てる稽古と、精神的な

強さを求めるという両方のバランスが大切でしょう。 

東 この２年以上コロナ禍で稽古や行事が中止になるとい

う辛い時期が続いていますが、何とか踏ん張って乗り越え

る手前まで来ましたよね。 

戸田師範が大山総裁の正しい極真の技を継承するために

準備運動や基本、移動などを統一したこともあり稽古の質

も高く、次世代を担う若者の黒帯取得者も増えてきていま

すし、コロナ禍であっても道場生が減るどころか増えてお

り、その上、大勢の親子が共に稽古するという他流派では

見られない点を含めて本当に組織が充実してきましたよ

ね。 

これだけ戸田道場が世間に認知され、求められている現

状は道場生ファーストを常とされている師範の思いと、各

支部の先生方の情熱、そして極真空手に誇りを持って修行

に励む道場生の日々の頑張りの賜物だと思っています。 

濱井 先ほど戸田道場の現状の問題について話しました

が、私はそれほど心配をしていません。それは戸田師範が

ぶれていないからです。基本に忠実な稽古と、人間として

必要な心構えを常に我々に教えて頂いています。それは 

 我々指導者の人間的な成長をすることを願ってのこと 
だと思います。戸田道場が５００人を伺う、県下でも有 

 

 

東元 

（愛媛県警極真空手部 副部長） 

戸田美智男 

（戸田道場代表師範） 

濱井敦史 

（新居浜上部支部・川西支部支部長、 

戸田道場主席師範代） 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

大手企業のサラリーマンで 2 児の父。長男と一緒に週 3～4 日

空手の稽古。休みの日には自転車転がし体力作り。どこにでも

いそうな理想の父親像だ。しかしこの優しい目の奥底には大き

な目標があった。 
体力作りで始めた極真空手だったが、いつしかその魅力にと

りつかれ仕事が終わると稽古が待ち遠しい毎日が続く。稽古に

来れば来たで誰よりも大きな声で気合いを入れ、誰よりも多く

の汗を流し、そして強さを求めて死に物狂いで稽古に没頭した。

強さのみならず礼節にも厳しく、息子や少年部の道場生の態度

に豹変することもしばしば。 

茶帯に昇級してからも初心を忘れず、常に自己に厳しく接す

る姿はいつしか他の道場生の模範となった。そして目標は地方

大会での優勝、全日本大会への出場となる。昨年行われた第８

回四国選抜空手道大会壮年の部で優勝し、ついに第５１回全日

本空手道選手権大会への切符を手にした。努力が報われ花の舞

台へ上がることができたのだ。全日本大会では緊張の余り笑顔

がこわばっていたが、同行した奥様の内助の功も有り、いざマ

ットに上がり試合が始まると普段以上の気迫で渾身の突き蹴り

を相手に叩き込む昔ながらの極真スタイルで勝ち上がり、見事

4 位入賞を果たす。そして世界大会への出場権を得た。 

今後はさらに技に磨きをかけ、スタミナをつけ、世界で活躍

する憧れのお父さん空手家を目指して、若い道場生に夢と希望

を与える存在となることが期待される。 

中学二年生にして身長１７５㎝、体重７５㎏とい

う体格も然ることながら技も多彩で何より稽古熱心

である。メンタル面で若干の不安もあるが将来、戸

田道場を背負って立つ人材になることは間違いな

い。 

又、グランドチャンピオン大会等各大会で常に上

位入賞を果たしている今治支部の北光希選手の存在

も大きい。対戦成績は１勝３敗。ライバルと呼んで

貰えるのは少し早いが昨年はコロナ感染者拡大で出

場を断念した全日本空手道選手権大会（グランドチ

ャンピオン決定戦）の出場権も今年は既に獲得して

おり今年こそはとリベンジに燃えている。 

中学校では陸上部に在籍し、肉体改造にも取り組

んでいる。 

ダイヤの原石が光り輝く日はそんなに遠くないか

もしれない。今から楽しみである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 年延期となった東京オリンピック 2020 で日本選手団が大活躍している真只中、令和 3 年 8 月 1 日(日)、

愛媛県武道館剣道場において井上大会会長、松尾県議を迎えて第 10 回部内交流大会が開催されました。 

大会準備に追われていた 6 月と 7 月前半は愛媛県においては比較的コロナ感染者数が落ち着いていました

が、7 月下旬から爆発的に感染者数が増加に転じ開催が危惧されました。しかし関係者皆様の努力により、

コロナ感染予防対策を十分にとり開催できました。 

 さて団体戦のない今回は型個人戦(147 名)から始まりました。型試合審判規定が審判や選手に浸透し、小学

校低学年からキレのある型を演じる道場生が多く見受けられました。また判定においても厳正で的確なジャ

ッジが行われていたと思います。低学年は相変わらず上位に松山三津・味生支部が目立ちます。責任者の楠

田師範代、烏谷師範代の指導が丁寧でわかりやすく、子供たちによく理解されているのでしょう。学年が上

がるにつれ潮見本部道場の選手が上位を占めております。妥協を許さない戸田師範の元で厳しい指導に耐え

てきた道場生の自信が型にも現れているように感じられました。今回は一般男子上級の部に多くの黒帯の先

輩が挑戦し、高レベルな対戦となりました。そのような中で二連覇を達成した宮園圭人選手(本部)は、就職し

て稽古もままならない中、素晴らしい気迫の優勝でした。また同じく二連覇を果たした小学 4 年生上級の

部、寒作心選手(本部)と一般女子上級の部、菊川真莉紗選手(今治)は安定の試合運びで、他を寄せ付けない強

さがあります。 

 午後からは 141 名の選手が組手個人戦に挑みました。強化選手の参加しないトーナメントは初中級者にと

って相手に臆することなく実力を出し切れる良い機会です。ここではやはり試合経験を多く積んできて、悔

しい思いをたくさんしてきた選手が最後に気迫で試合を決める場面が多く見られました。特に小学 4 年生以

上になると上位入賞者は成長著しくスピード、パワー共に素晴らしい組手でした。また挨拶や姿勢、行動な

どもさすが高学年といえる気持ちの良い選手が多いのも頼もしい限りです。最後に行われた強化選手による

特別試合は、例年通り実力伯仲の見応えのあるものでした。将来の戸田道場の主力選手となる小中学生が死

力を尽くしてライバルと戦う姿は目頭が熱くなります。また組手で印象に残った選手は、当時 5 級ながら高

校生以上男子上級の部に挑戦し優勝した西条支部の芥川光宏選手です。年齢も壮年に達しているにもかかわ

らず気迫溢れる組手はお父さん道場生の見本です。今年も多くの感動を与えてくれて静かに幕を閉じまし

た。 

コロナが早く終息して、また盛大に大会が開かれることを祈念いたします。押忍。 

 

令和 3 年 8 月 13 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新居浜上部支部・川西支部支部長(師範代) 濱井敦史 



 

第 10 回愛戸田道場部内交流大会 結果一覧 

 

 

第10回戸田道場部内交流大会 令和3年8月1日

部門

型の部 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名

小学1年初級 阿部光真 三津 高橋凜花 本部 戎居駿助 味酒 土井瑛介 味酒

小学2年初級 畭尾竜成 味生 伊與田恵士 味生 西濵政希 本部 阿立武大 本部

小学2年上級 小笠原吏輿 味生 小川紗良 三津 渡部陽道 三津 荒牧晃希 空港通り

小学3年初級 兵頭海輝 三津 宮﨑悠一郎 本部 久保田颯介 味生 東大翔 本部

小学3年上級 西森正道 三津

小学4年初級 髙橋優杏 三津 土井湊太 味酒 日野煌太 川東 芳野翔琉 三津

小学4年上級 寒作心 本部 ンガンガハダサ 本部 阿部杏香 三津 高橋瑛徳 本部

小学5年初級 田村英誉 味酒 竹本遥空 三津 髙橋愛葵 本部 吉崎駿太 今治

小学5年上級 井口尊心 三津 岩城斗也 西条

小学6年初級 仙波優佳 本部 末廣琉杏 本部 合田麗央 川東 畠岡周作 大洲

小学6年上級 池内琥星 味酒

中学生初級 カノイミシャック 本部 近藤裕介 空港通り

中学生上級 寒作円 本部 清水航一郎 本部 伊藤銀河 本部 村上咲弥 空港通り

一般女子初級 白鞘未羽 川東

一般女子上級 菊川真莉紗 今治 國本明佳 今治

一般男子初級 鎌田真也 上部

一般男子上級 宮園圭人 本部 村上哲也 県警 丹下英人 県警 濱田晋太郎 本部

組手の部 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名 氏名 道場名

幼年 石村優晴 本部

小学1年生 浅海琥雅 上部 阿部光真 三津 戎居駿助 味酒 土井瑛介 味酒

小学2年生 川端大雅 味生 石﨑武虎 味生 戸田一颯 空港通り 荒牧晃希 空港通り 畭尾竜成（味生） 渡部茉心（鷹子） 谷口莉駒（今治） 小笠原吏輿（味生）

小学3年生 上浅史人 大洲 西森正道 三津 東大翔 本部 福田ゆう 上部 坂本國弘（本部） 宮﨑悠一郎（本部）玉井俊輔（本部） 髙橋大翔（本部）

小学4年生女子 浅海愛夢 上部 ンガンガハダサ 本部

小学4年生男子 寒作心 本部 八木優磨 今治 松下環士 空港通り 芳野翔琉 三津 松木蒼真（上部） 今川遥斗（今治） 戸田悠仁（空港） 檜垣優太（今治）

小学5・6年生女子 福田心優 上部 竹本遥空 三津

小学5年生男子 熊野未来 上部 山内煌河 味酒 吉崎駿太 今治 井口尊心 三津

小学6年生男子 村上晴紀 本部 川上颯太 川東 大野裕樹 今治 重松陸人 今治

中学生男子 伊藤銀河 本部 池田翔真 今治 末廣羚生 本部 白鞘翔盛 川東

高校生以上女子 石川瑚乃美 県警

高校生以上男子初級 蘆谷幹也 川東 谷口徹 空港通り

高校生以上男子上級 芥川光宏 西条 丹下英人 県警

特別試合優勝者

部門 氏名 道場名 氏名 道場名
特別試合小学4年男子 高橋瑛徳 本部 岩城斗也 西条

特別試合小学5年男子② 岡裕人 本部 瀧田蓮 川東

特別試合中学男子 清水航一郎 本部

優勝 準優勝

ベスト８

部門

3位 3位

特別試合小学5年男子①

特別試合小学年6男子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１０月２４日(日)に愛媛県武道館主道場において、武道館側の助言も有り

愛媛県空手道選手権大会から名称を変更して「第８回四国選抜空手道選手権大

会」として新たに開催されました。 

 コロナ禍のために昨年は中止となり２年ぶりの開催となりましたが、申込み締め切り

時に愛媛県がまん延防止等重点措置となっていたこともあり、感染予防のためにオ

ープントーナメントとせずに交流のある四国管内の各流派のみの参加としました。 

 午前と午後の２部制とし、２週間前からの体調チェツク表の提出、マスクや飛沫防

止用ヘッドガードの使用など、徹底した感染予防対策を行いました。 

 参加人数は３１クラス２４２人と前回より１００人以上少なくなりましたが、四国の強豪

選手が多数出場していて３コートで熱戦が繰り広げられたのでした。 

 その中でも、一般男子上級の部は国際如水会館から正道会館全日本大会で活躍

する強豪３人が出場したため、あたかも国際如水会館（以下「国際如水」）と極真戸田

道場（以下「戸田道場」）との対決の様相となり試合前から場内は緊張の空気に包ま

れました。 

 注目の準々決勝第１試合は国際如水の強豪である山岡莉久選手と、戸田道場期

待の星櫻井隼斗選手の試合。 

櫻井選手は体重が１０キロほど重いためか、山岡選手はヒットエンドアウェイの戦法を

取り差はなく本戦は引き分けとなったものの、延長戦は櫻井選手の下段回し蹴り、膝

蹴りが有効に入り判定勝ちとなりました。 

２試合目は戸田道場のホープ曾我郁弥選手と変幻自在の足技を駆使する国際如水

の原田一晟選手との戦いとなり、お互い熾烈な技の出し合いで、本戦、延長共に引

き分けとなり再延長に入り、曾我選手は胸への突きと、右下段回し蹴りを中心に果敢

に攻撃、原田一晟選手は左のボディへの突き技、前蹴りの攻撃で、やや原田選手が

優勢となり僅差の判定で勝利を得ました。 

 第３試合は戸田道場のベテラン藤原弘之選手と国際如水の原田龍選手との対戦

は、原田龍選手の蹴り主体の攻撃の前に、藤原選手は防戦一方となってしまい判定

負けとなりました。 

 準々決勝第４試合は、戸田道場の全日本少年少女空手道選手権大会高校生の

部準優勝の松井弥陸選手はと極真香川桑島道場の桑島康彰選手と対戦予定でし

たが、桑島選手が怪我のため出場できず不戦勝となりました。 

 準決勝に進出した櫻井隼斗選手は原田一晟選手と、松井弥陸選手は原田龍選手

とそれぞれ戦いましたが、２人とも相手に攻撃のいとまも見せず圧勝して決勝戦に駒

を進めたのでした。 

 極真戸田道場の強さを示せた素晴らしい結果でした。 

 決勝は、松井選手と櫻井選手の初めての対戦、本戦は両者激しい技の応酬での

互角の戦いとなり引き分けで延長戦となり、松井選手が積極的に突き蹴りを出し続

け、２度に亘る顔面殴打の反則も影響したのか、櫻井選手の動きがやや悪く技の数

は少なくなり、松選手が僅差での判定勝ちとなり高校３年生ながら初優勝を飾りまし

た。 

 他の多くのクラスでも戸田道場は大活躍し、２７人が入賞し小中高校生９人が全日

本少年少女空手道選手権大会の出場権を獲得するという充実した結果となりまし

た。 

 次回は２０２２年１０月１６日(日)に同じ会場での開催が決まっており、コロナ禍が終

息して全国から選手を募集できる通常の開催ができることが期待されます。 



 
カテゴリー名 優勝 準優勝 ３位 ３位

幼年の部 石村優晴 極真戸田 清金奏斗 道真会館

小学１年生女子の部 横井凜花 正道会館KCIEL 高橋凜花 極真戸田

小学１年生男子の部 白石燈愛 正道会館KCIEL 大西祐太 悠心道場 木村皇我 秋山道場 宮内颯士 日本如水

小学２年生女子の部 髙岡葵 国際如水

小学２年生男子の部 星川琥太朗 正道会館KCIEL 髙田凛之輔 無門塾 長谷川晴登 眞煌会館 平池航太 極真桑島

小学３年生女子の部 杉本楓梨 正道会館KCIEL 近藤希咲来 正道会館KCIEL 

小学３年生男子初級の部 兵頭海輝 極真戸田 田口丈琉 道真会館 髙橋拓真 極真戸田 西野翔陽 極真桑島

小学３年生男子上級の部 芥川團 極真戸田 近藤龍太郎 正道会館KCIEL 篠﨑稜斗 道真会館 上地龍希 無門塾

小学４年生女子の部 山口志乃 正道会館KCIEL 三原奈央 道真会館

小学４年生男子初級の部 渡邊健翔 悠心道場 芳野翔琉 極真戸田 西村唄 極真戸田 兵藤風羽 悠心道場

小学４年生男子上級の部 塩崎颯真 正道会館KCIEL 藏本琉愛 福田道場 寒作心 極真戸田 高橋瑛徳 極真戸田

小学５年生女子の部 結城里奈 極真宗政 尾上なでし子 極真桑島

小学５年生男子初級の部 髙木涼介 国際如水 石井彰 極真戸田

小学５年生男子上級の部 横井鉄生 正道会館KCIEL 高瀬壮 極真戸田 岩城斗也 極真戸田 岡裕人 極真戸田

小学６年生女子の部 加藤瑞葵 秋山道場 松岡心桜 国際如水

小学６年生男子初級の部 小松陽翔 極真戸田 藤岡旺海 国際如水

小学６年生男子上級の部　軽量級 髙木悠生 国際如水 伊藤陸 極真戸田 蒲生悠哩 極真桑島 西岡風輝 河野道場

小学６年生男子上級の部　重量級 西山歩輝 極真桑島

中学生女子の部 髙橋きら莉 極真桑島

中学１年生男子の部　軽量級 山口虎志 正道会館KCIEL 東悠樹 極真戸田 福岡陽澄 極真戸田 久保天路 国際如水

中学１年生男子の部　重量級 中野結翔 極真戸田 北光希 極真戸田

中学２・３年生男子の部　軽量級 松井瞭誠 極真戸田 德井隆介 日本如水

中学２・３年生男子の部　重量級 結城一政 極真宗政 徳井優太 極真桑島

高校生女子の部 菊川真莉紗 極真戸田 松岡優奈 国際如水

高校生男子の部　軽量級 久保一路 国際如水 尾上仁勇 極真桑島

高校生男子の部　重量級 小山響起 極真桑島

一般男子　初級の部 芥川光宏 極真戸田 蘆谷幹也 極真戸田

壮年の部 松木洋三 極真戸田 岡本哲郎 正道会館 丹下英人 極真戸田 保子圭 極真戸田

一般女子上級の部 渡部はるあ 悠心道場

一般男子上級の部 松井弥陸 極真戸田 櫻井隼斗 極真戸田 原田龍 国際如水 原田一晟 国際如水

特別賞

愛媛県知事賞 松井弥陸 極真戸田道場

愛媛県知事賞 渡部はるあ 悠心道場

松山市長賞 久保一路 国際如水会館

松山市教育長賞 山口虎志 正道会館KCIEL 

松山市教育長賞 星川琥太朗 正道会館KCIEL 

第8回四国選抜空手道選手権大会結果一覧



「極真空手から得たもの」

保子圭・保子凜成

私は、平成30年6月に戸田道場に入門し親子で極真空手を始める事になりました。

きっかけは、息子が小学校に上がるタイミングで長く続けられてこれからの長い人生の中、培ったものが生
かされていく習い事をと思い、息子自身も強さへの憧れがあり『強くなりたい』とのことでしたので心身と
もに強くなり礼儀作法も身に付けられる極真空手を選びました。
私は、仕事の関係上子供達と接する時間が少ないのですが、極真空手を始めて共通の話題も増え一緒に身

体を動かす事により親子のコミュニケーションも取れ、同じ目標に向け共に日々稽古することに幸せを感じ
ております。これもひとえに極真空手のおかげだと思っております。
これからも、戸田師範をはじめ、先生方、先輩方、道場生に感謝し、親子共々より一層上を目指し精進し

て参りますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。押忍

極真会館戸田道場では、親子で一緒に通っている道場生が県内全体で４０組１００人近い数という驚くべき状況になっています。
最初から親子で始めるケース、子供がやっているのを見て保護者の方が後から入るケールなど色々ありますが、どこの道場でも親子の

数組が仲良く、時にはライバル心を持って稽古をしていて殺伐とした「ケンカ空手」ならぬ「ファミリー空手」とも言うべき和やかな雰
囲気を醸し出して、誰でも入門しやすい環境が生まれています。
とはいえ極真空手なので、士気は高く試合や昇級審査という目標を持って共に修行に励んでいる状況です。
前回に引き続き、各道場の親子の方々に親子で入門した理由や目標を書いてもらいました。

親子道場生特集

新居浜
上部支部



「親子でふれあい成長する

ツールとしての空手」

荒牧基尚・荒牧優翔・荒牧晃希

空手は、子供の気持ち(心)を強くするため、また、興

味もあったので親子で習い始めました。一緒に空手をす

ることで、子供の成長を近くで見ることができる点が良

いと思います。普段、私達親が見ている面とは別の顔を、

稽古や道場仲間とのふれあいの中で見ることもできます。

普段父親は、母親より上記の機会が少ないため、子供と

のふれあい・子供を理解する良いツールだと感じていま

す。また、試合では極度の緊張を体験し、昇級試験・強

化稽古などでは厳しい雰囲気・指導を体験します。大人

でも緊張するこのような経験は、今後の人生できっと役

に立つはずです。

今後の目標は、子供が「目標を設定し、努力し、乗り

越えていく成功体験を積む」という経験をたくさんでき

るように手助けし、心身共に強くなれるように楽しく

やっていくことです。

松山
空港通
支部

「極真空手と出会って」

宮﨑小織・宮﨑悠一郎

極真会館愛媛県戸田道場潮見本部に入門して5年

です。

型を覚えるのは難しいけど楽しいです。

基礎体力と運動神経が低下気味なので、練習に

ついていくのに必死です。

親子ともに組手が苦手なのですが、練習ではご

迷惑をかけないように頑張っています。

戸田師範や先生、先輩の温かいご指導のお陰様

で、少しずつ進歩出来ていると感謝しています。

師範や先生方の型を見るととても勉強になりま

す。組手は、強い選手の試合を見ると感動します。

これからも日々鍛錬を積み、稽古に励みたいと思

います。これからもよろしくお願いします。

（母）

有り余っている力を出し切ろうと思っています。

（悠一郎）

松山潮見
本部道場



松山
味酒支部

｢心身 共に強く｣

矢野一志・矢野和希

私たち親子は令和2年3月に入門致しました。空手を始めた
きっかけは
息子が身体も小さく強い方では無く、気持ちの優しい部分はあり
ますが弱い部分もあり、空手を通じて心身共に強く、技だけでは
無く礼儀や将来人として
役に立つ事を学んで貰いたいと妻の知り合いでもあった川東道場
の青野先生にご相談したところ、快く｢一度道場に見学に来ませ
んか？｣と仰って頂き見学に伺いました。
当日息子は泣いて道場の中にすら入れない状態でしたが、何と

か宥めて中へ入れてもらい見学をさせて頂いていると、先輩の道
場生達が｢一緒に稽古やろや！｣とか｢ミット蹴ってみる？｣とか何
かにつけて声を掛けてくれましたが、息子は一向に腰を上げよう
とはしませんでした。
家に帰り息子と2人で風呂に入りながら空手をするか？しない

か？を聞いてみると｢父さんが一緒にやるなら俺頑張ってみる｣そ
の一言と先生方の｢お父さんもどうですか？｣という言葉に私自身、
年齢と体力の事も考えましたがヨシ！息子にはまだ負けないぞ！
という思いで一緒に入門を決意致しました。
今では帯の色を競い合う事に、移動 型 突き 蹴りとあーだ

こーだと男同士の共通な話題も増えました。時には眠さのあまり
息子は稽古に行くのを嫌がる日もありますが、昨年の年末に立て
た試合に出場してまず一勝を上げる！という目標に対して、私自
身も己に勝つ！という目標を掲げ先ずは自分の弱い部分に勝ち
日々の稽古も親子で１つ１つ積み上げて行きたいと思います。
コロナ過の中、今年も道場生の皆様と稽古が出来なくなる日も

あると思いますが、息子と家で出来る稽古、一人でも出来る稽古
を考え少しでも前へ上へ伸びていける様、心も身も技も成長出来
る様、努力していきます。
押忍

新居浜
川東支部

「共に成長」

越智茂登実・越智隆史朗

中学生の時、親に反対され出来なかった空手を子供と一

緒に習おうと戸田道場に入門しました。

稽古中、集中力が続かず叱られてばかりいた息子も入門し

て３年、昨年辺りから勝ちたい気持ちを持ち始め、自然と稽

古に集中出来るようになり、成長したなと実感しております。

反面、持久系の単調な運動ばかりして来た私は体力だけは

あるものの、移動稽古や型を覚えるのが精一杯で息子に追い

越されるのでは？と思いながら稽古に励んでおります。

コロナ禍で通常稽古が出来ない中、家でのトレーニングに

十分な時間も割いてやれず息子に申し訳なく思いながら、型

の稽古だけでもと親子で毎日取り組んでおります。

３年後、後輩を引っ張っていける様な選手に成長していて

欲しいと願いながら、私自身も子供に見られない所で倍の努

力をして体力を維持し、親子共々、成長し続けていきたいと

思います。



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 『・・・極真空手の創始者である大山倍達総裁が初めて直接打撃姓という画期的なルールにより大会を開催した後、

今回 51 回目という長い歴史を持つ大会でございます。・・・空手道は・・・技の持つ魅力もさることながら、身体の鍛錬と

心・人格の涵養に重きを置いており、健全な人間形成に大きく貢献しています。・・・』と大会会長で愛媛県選出、塩崎

彰久衆議院議員の人を引きつける魅力ある素晴らしい挨拶から大会の幕が切って落とされました。 

 新型コロナ第 6波オミクロン株が猛威をふるい大会開催が危ぶまれましたが、選手、役員全員の抗原検査実施等、感

染症予防対策のお陰で無事開催できた事は関係各位の涙ぐましい努力の賜だと感謝申し上げる次第です。 

 さて、無観客で行われた今大会ですが、試合内容はどの試合も手に汗握る熱いものでした。戸田道場からの選手が

数名泣く泣く勤務先の関係で棄権せざるを得なかった中、一般男子の志賀賢一選手、壮年男子 A の芥川光宏選手、

松木洋三選手の 3 名が愛媛県戸田道場の威信をかけて試合に臨みました。歴戦の王者志賀選手は 1 回戦巨漢の選

手を難なく退け勝ち上がりましたが 2 回戦で沖縄の若手に僅差の判定で敗れ、芥川選手も初戦圧倒するも準々決勝

戦で優勝した選手に上手くかわされ決定打を与えられず敗退しました。最後の砦となった松木選手は初戦得意の重い

突き蹴りで相手を寄せ付けず勝利、準々決勝戦はベテランにやや苦戦するも有効打で相手の動きを止め判定勝ち、

そして優勝候補筆頭の早田信選手との準決勝戦へ臨みました。準決勝戦では互角の戦いをするも旗四本が相手に上

がり無念の敗退でした。その後 3 位決定戦に進むも壮絶な打ち合いの末、判定で敗れ 4 位が決定。しかしながら世界

大会出場の権利を得ることができ、戸田道場の威信を守ることができました。会場でアドバイスして下さった戸田師範や

神原先生にも大変感謝申し上げます。 

 今回から初の試みとして YouTube 動画配信が行われ、誰もがタイムリーで試合を見ることができるようになりました。こ

れは連合会理事で広報部長の戸田師範のご尽力によるものです。今の時代 SNS を活用することにより、時間や経費を

かけず世界に発信することができます。全日本大会という最高峰の大会をより多くの方に見ていただき極真空手の強さ、

素晴らしさを知っていただくことが重要です。そうすることにより選手も目標を定めやすくなり、より一層稽古に励むことが

できます。今後も極真空手は常に進化を続けることでしょう。しかしいつまでも変わらないものは大山総裁が残してくれ

た極真精神そのものです。押忍。 

令和 4年 1月 28日 新居浜上部・川西支部 濱井敦史（支部長・師範代） 

第５１回オープントーナメント 

全日本空手道選手権大会 

松木選手 第 位入賞 
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寒作智美選手  菊川真莉紗選手 西森正道選手 

 一般社団法人国際空手道連盟極真会館が主催する全国

「型」競技大会が、本年 4 月３日(日)に横浜武道館メイ

ンホールにおいて、全国の極真会館の道場の代表２０３

人の選手により華やかに開催されました。 

 大会会長の塩崎彰久衆議院議員のビデオメッセージが

大型オーロラビジョンで映し出されて開会式が終ると２

つのコートで９クラスに分かれて試合が開始されまし

た。 

 愛媛県戸田道場からは西森正道（小学 3・4 年生の部 

三津支部）、寒作心（小学 5・6 年生の部 潮見本部）、寒

作円(中学生の部 潮見本部)、宮園圭人（一般の部 潮見

本部）、菊川真莉紗（一般の部 今治支部）、寒作智美

（マスターズ女子 35 歳以上 味酒支部支部長）の 6 人が

県内大会で選抜されて出場しました。 

 全員、休日の強化稽古で戸田師範の厳しい指導を受け

入賞を狙いました。 

 マスターズ以外は各クラスとも男女混合で、5 人の審判

による採点制で予選の指定型の得点上位 8 人が決勝に進

み、決勝型を演武して４位までが入賞となります。 

 戸田道場の先陣を切ったのが、松山三津・味生支部で

楠田師範代、烏谷師範代の秘蔵っ子の西森選手で予選型

平安Ⅱを迫力ある演武を行い、決勝進出の 8 人に入りま

した。続いて決勝型の平安Ⅳを正確に演武し「第 3 位」

に入賞しました。 

 その後の寒作心選手は平安Ⅳ、寒作円選手は撃砕小、 



 

 

 

 

 

 

宮園圭人選手は最破という予選型を稽古以上の出来で演武し

ましたが、決勝進出に一歩及びませんでした。 

決勝を逃した 3 人の選手も懸命な稽古をしてきており、新

たな課題が見つかり大変有意義なものとなりました。 

 そんな中、一般の部に出場した菊川真莉紗選手はこのクラ

スが男女混合であり、力強さの点で女子には不利な状況であ

ったのですが、予選型の最破を素晴らしい内容で演じ切り決

勝に残ったのです。 

 決勝では彼女の得意とする観空を、観衆を魅了する演武を

行い「第 3 位」に入賞しました。上位 2 人は男性選手であ

り、実質的には女子のチャンピオンとなったのです。 

 最後にマスターズ女子に出場した寒作智美選手は松山味酒

支部長として、また予選で敗れた寒作円、心選手の母親とし

て絶対に負けられないという気持ちを持って演じた予選型で

ある「突きの型」が、最高の出来で決勝に駒を進めました。 

 周囲の選手全員が高度なテクニックを持って臨んでいまし

たが、何百回も稽古をして完成度の高い「征遠鎮」をやり遂

げ、何と「準優勝」に名前が呼ばれたのです。 

 この様に 3 人の入賞者を出したことで、一人一人を指導し

てきて、会場では選手に寄り添ってアドバイスをしていた戸

田師範の苦労が報われたのでした。 

 入賞者は関東圏の選手が多くを締め、地方での入賞者は稀

で戸田道場の高い実力が認められた大会でした。 



≪オープントーナメントグランドチャンピオン決定戦≫

石村優晴（小学１年生）
誰にも負けたくない。絶対勝
ち抜いて優勝したい。

高橋凜花（小学２年生女子）
練習してきた事を全部出しきって1
回でも多く勝てるよう頑張ります。

松井瞳依（小学６年生女子）
優勝して、お兄ちゃん達と一
緒に表彰台に上がれるように
頑張ります。

福田ゆう（小学４年生女子）
私は初めてグラチャンに行くので緊張せず自信を持っ
て突きをいっぱい出して私の得意な下突きをいっぱい
だして技を取って勝ちたいです。その為に濱井先生に
教えてもらったことや出稽古で教えてもらったことお
家で練習した事を出したいです。勝って自信をつけた
いです。

芥川團（小学４年生男子重量級）
３回目の正直。緊張を自分の力にして、
とにかく１勝したいです。楽しむ試合を
する為に習をがんばり練ます。押忍。

高瀬壮（小学６年生男子軽量級）
初めてのグラチャンです。今まで練習した
こと全部出し切って、一戦一戦勝っていき
たいです。押忍

岩城斗也（小学６年生男子軽量級）
今まで沢山の人に支えられながら、練習
を重ねて来ました。自分の得意技で勝ち
を掴み取ります。押忍。

岡裕人（小学６年生男子重量級）
まずは1回戦突破！優勝目指して頑張り
ます。小学生最後の大会です。6年越し
の夢を叶えます！

髙橋笑（中学１年生女子）
私は、今回初めてグラチャンの権利を取る
ことができてとても嬉しかったです。上部
道場、そして戸田道場の代表という自覚を
持って精一杯がんばります。

福田心優（小学６年生女子）
初めてのグラチャンに行けて嬉しいです。
初めてなので凄く緊張するけど全国でも戦
えるように練習をいっぱい頑張ったのでス
タミナは自分でもついたと思うので試合で
は突きをいっぱいだしてかちたいです。

神原杏菜（中学１年生女子）
まずは初戦突破し、入賞目指して頑
張ります。

保子凜成（小学５年生男子重量級）
指導してもらった、先生や先輩に感謝
して、一戦一戦、強い気持ちを持って、
優勝目指して頑張ります。押忍。



池内琥星（中学１年男子軽量級）
先生方に教えてもらった事をしっかりと
発揮して去年よりもよい結果が出せるよ
う全力を尽して頑張ります！

伊藤陸（中学１年生男子軽量級）
初出場、初優勝目指して頑張ります！

中野結翔（中学２年生男子重量級）
今まで稽古して来たことを思う存分発揮し、応援してく
れた皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。

高橋琉喜（中学１年生男子重量級）
まだ良い結果を残していないので、今年
のグラチャンは良い結果が残せるように
頑張ります！

伊藤銀河（中学２年生男子重量級）
自分の持っている全てを出し切り優勝目指
して頑張ります。

東悠樹（中学２年生男子軽量級）
今まで支えて下さった全ての方々への感謝の
気持ちで、培ってきたものを全て出し切って
戦ってきます。

北光希（中学２年生男子重量級）
今度こそ優勝トロフィーを持って
帰れるように頑張ります！

小澤叶夢（中学３年生男子重量級）
二度目のグラチャン挑戦となり今回は自分の試合
運びが出来る様、勝つ事にこだわりたいです。押
忍。

北彩花（高校生女子重量級）
去年はケガで出場できず悔しい思いをした
ので、今年は自分の力を出しきって悔いが
残らないようやりきりたいです。

菊川真莉紗（高校生女子軽量級）
最後のグラチャンなので、優勝を目指
すのはもちろんですが、悔いだけは残
さないように全力で挑みます。

松井暸誠（高校１年生男子軽量級）
高校1年軽量級で自分よりも小さな選手は
いませんが、スピードと技でカバーし、
優勝まで勝ち進めるよう頑張ります。



  

 

  

 

 

令和４年５月 22 日、大洲市総合体育館において、第 11 回部内交流大会を兼ねた青少年健全育成ヤング３S 運動「第 23

回大洲少年空手道大会」が開催されました。 

 暦の上では既に夏が始まっているこの季節に大洲大会が開催されるのは初めてですが、コロナ禍での二度目の開催とな

る今回も、感染症対策の一環で戸田道場のみの開催となりました。 

一般部も参加しての部内交流大会も兼ねており、型の参加者 130 人、組手の参加者 142 人ののべ 272 人が参加する大掛

かりな大会となりました。 

 くしくも極真会館愛媛県戸田道場が 10 周年を迎えるこの５月に開催となった本大会は、高津信二新居浜高津・川東支部

長の尽力により完成した各支部の旗も初披露され、会場内を華やかに彩り、伝統ある大会のさらなる進化が否が応でも期

待されます。 

本大会の型試合は、２０２２年４月２日に横浜武道館で行われた全国「型」競技大会と同様に予選を採点方式、決勝進

出者はトーナメント方式での紅白旗判定での決着を取り入れた形となり、全国大会出場者６名のうち４名（菊川真莉紗、

寒作円、寒作心、西森正道）が参戦し、その実力を遺憾なく発揮して４名ともが各上級クラスで優勝しました。 

特に実質全国女性選手１位の菊川選手の型は対戦相手すら見惚れる程のオーラを纏った美しく精度の高い素晴らしいも

のであり、会場中の視線を釘付けにしていました。 

また、小学１・２年生上級の部では土井瑛介が型試合では部内を含めて３大会連続優勝する等上位入賞者の顔ぶれがや

や固定しつつある中、中学生上級の部では予選２位の歴戦の強者池内琥星を東悠樹が僅差で破る等波乱も見られ、県警空

手部の村上哲也、丹下英人の両ベテランは高校生以上上級の部で準優勝と３位に食い込み、来賓の大洲警察署池内良樹署

長の面前で県警の意地を披露した格好となりました。 

午後からの組手部門は、昨年に引き続き道場生を実力別にクラス分けして複数の試合に挑むリーグ戦形式であり、終わ

りのない修行が空手の本質であることを鑑みれば、１試合終わっても休むことなく次の準備を整え、また試合に挑む等こ

の形式は、各自が自分との闘いの中で最も修行の成果を実感できるものであると言えます。 

来月に大阪で開催されるグランドチャンピオン決定戦には、初出場者 11 人を含み道場生から過去最大 24 人が挑むこと

となっていますが、今大会には 20 人が最終調整として試合に参戦し、特に中学生重量級上級の部は、グラチャン出場者同

士のワンマッチ、４人中３人がグラチャン出場者によるリーグ等、前哨戦としてはあまりにも激しすぎる本番さながらの

大激突が繰り広げられたのです。 

結果、20 人のうちで優勝者は、小学１年生男女混合の部の石村優晴、小学４年生女子の部の福田ゆう、小学５年生男子

上級の部の保子凜成、小学６年生男子上級の部の岡裕人、小学６年生女子上級の部の松井瞳依、中学生女子の部の神原杏

菜、中学生男子軽量級上級の部の伊藤陸、中学生男子重量級上級の部の伊藤銀河、北光希、高校生以上男子上級の部の松

井瞭誠の 10 人となったのです。 

最強１年生の称号を欲しいままにする石村優晴は、幼年からこれまで出場した組手試合でほぼ無敗であり、今大会も３

試合をいずれも圧倒的な強さで勝利しており、遂に全国デビューとなるグラチャンでの活躍が期待されます。 

また、今回のグラチャンは女子選手も過去最大７人が出場することとなっており、小学４年生の福田ゆう、小学６年生

の松井瞳依、中学生の神原杏菜の優勝は女子部の活躍を期待させるものでした。 

そして、５回目のグラチャン出場となる松井瞭誠、岡裕人の両人を始めとする出場選手の気迫溢れる姿、相手のペース

令和 4 年 5 月 22 日 大洲市総合体育館 



を崩壊させる独特の組手により今大会でも強豪を次々と撃破し、この１年で急成長を遂げていると評されている中学２年

生の伊藤銀河の充実等を見るにつけ、１カ月後に迫った大会が否が応にも期待されるところであります。 

更に、一般的に中学生となると空手修行から離れる者も多い中、本部潮見道場からは今大会も組手に 11 人（福岡陽澄、

寒作円、東悠樹、伊藤銀河、末廣羚生、二宮悠翔、亀井志苑、池内琥星、小松晴翔、村上晴紀、末廣琉杏）もの長年に亘っ

て稽古を続けている精鋭道場生がエントリーしており、戸田道場が単なる通過点ではなく、生涯の修行を実践するための

舞台であることが証明されています。 

初中級クラス、初出場クラスに出場した各支部の選手達も力を出し切り、自らの成長を感じ取れた大会は、とどこおり

なく終了しました。 

今大会、戸田師範とは刑事時代の旧知の間柄である来賓の池内良樹署長は、杉野淳生活安全課長とともに大会の歴史上

初めて全ての試合を観戦して下さり、面前で繰り広げられた優美な型やフルコンタクトの激しい試合の数々の試合、懸命

に頑張る道場生の姿にたいそう感銘を受けておいででした。 

こうして戸田師範が平成 10 年３月に第１回大会を開催してから 24 年、平成 24 年５月に戸田道場を設立して 10 年目に

行われた 23 回目の大洲大会も、各道場生の頑張り、師範代、支部長、指導員、保護者を始めとするスタッフの皆さまのご

協力によって滞りなく終了することができたのでした。 

戸田道場は 11 年目のスタートを切ったばかりですが、来月に控えたグラチャン、ウエイト制全日本大会、栄えある四国

選抜空手道大会など今後の行事も目白押しであり、今回の大洲大会の大成功は、発展期から飛躍期を目指して道場生一丸

となって邁進していくエネルギーを感じさせてくれるものでした 

 

 

 

 

 

第23回大洲少年空手道大会　組手リーグ戦

カテゴリー名 優勝 準優勝 カテゴリー名 優勝 準優勝

幼年（年中）の部 梶原彪真 小学5年生男子初出場の部 西森理人

幼年（年長）の部 野村圭吾 小学5年生女子初中級の部 浅海愛夢

幼年（年長）の部 片岡快晴 小学5年生男子初中級の部 玉井瑛人 日野煌太

小学1年生男女混合の部 甘利琉偉 小学5年生男子初中級の部 戸田悠仁 瀧宮蔵人

小学1年生男女混合の部 石村優晴 髙橋栞菜 小学5年生男子初中級の部 西村唄 土井湊太

小学2年生男女混合初級の部 吉田藍人 小学5年生男子上級の部 佐藤大緒 岡田拓真

小学2年生男女混合初級の部 鎌田琉碧 福田こころ 小学5年生男子上級の部 保子凜成 寒作心

小学2年生男女混合初級の部 西野成 瀧平陸翔 小学6年生男子初中級の部 井口尊心

小学2年生男女混合中級の部 戎居駿助 阿部光真 小学6年生女子上級の部 松井瞳依

小学3年生男子初出場の部 河野光快 西山満 小学6年生男子上級の部 岡裕人 田邉秀磨

小学3年生女子初出場の部 井口心葵 中学生男子軽量級　初中級の部 二宮悠翔

小学3年生女子初中級の部 小川紗良 中学生男子重量級　初中級の部 村上峻基

小学3年生男子初中級の部 武田禅 八木結聖 中学生女子上級の部 神原杏菜

小学3年生男子初中級の部 渡部陽道 伊與田恵士 中学生男子軽量級　上級の部 伊藤陸 池内琥星

小学3年生男子初中級の部 谷口莉駒 荒牧晃希 中学生男子重量級　上級の部 福岡陽澄 寒作円

小学3年生男子上級の部 川端大雅 中学生男子重量級　上級の部 伊藤銀河 小澤叶夢

小学4年生女子の部 福田ゆう 中学生男子重量級　上級の部 北光希

小学4年生女子初出場の部 松本朱華

小学4年生男子初中級の部 福田優真 佐藤航基 第11回戸田道場部内交流大会　組手の部

小学4年生男子初中級の部 兵頭海輝 髙橋拓真 カテゴリー名 優勝

小学4年生男子上級の部 上浅史人 芥川團 高校生以上男子上級の部 松井瞭誠

壮年男子の部 白石将博

高校生以上男子初級の部 與三川竜二

令和4年5月22日

第23回大洲少年空手道大会　型の部 令和4年5月22日

優勝 準優勝 第3位 第3位 ベスト８

幼年の部 野村圭吾

小学１・２年生初級の部 福田こころ 高橋凜花 山本日向 中川雄仁

小学１・２年生上級の部 土井瑛介 阿部光真

小学３・４年生初級の部 秋月騎心 小笠原吏輿 芳野穂佳 川端大雅 伊與田恵士、阿立武大、荒牧晃希、石﨑武虎

小学３・４年生上級の部 西森正道 渡部陽道 兵頭海輝 小川紗良

小学５・６年生初級の部 土井湊太 日野煌太 浅海愛夢 八木優磨 西野万琴、髙橋優杏、阿部杏香、岡林凜

小学５・６年生上級の部 寒作心 高橋瑛徳 田邉秀磨 井口尊心

中学生初級の部 末廣琉杏 西野心陽 近藤裕介 亀井志苑

中学生上級の部 寒作円 村上咲弥 村上驍 東悠樹

第11回戸田道場部内交流大会　型の部 令和4年5月22日

優勝 準優勝 第3位 第3位

高校生以上初級の部 兵頭佑哉

高校生以上上級の部 菊川真莉紗 村上哲也 丹下英人 宮﨑小織



令和３年度 昇段審査 ～初段合格は通過点～ 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

平成 3 年度の昇段審査は、新型コロナ

感染拡大に伴って、例年と同じ秋の実施

予定が大きくずれ込んで年が押し迫った

12 月 13 日(日)に感染予防の観点から密

を防ぐため、昨年に引き続いて砥部町ゆ

とり公園武道場で行われました。 

 今回は中学生として 8 年ぶりの受審者

である髙橋葵唯君(上部)、その兄の高校

２年生髙橋冬椰君(上部)、高校１年生の

西村唄君(大洲)と福岡洸大君(本部)と中

高生が 4 人で彼らが幼年、小学校から空

手を続けてきた成果を試す場となりまし

た。そして一般部の濱田晋太郎さん(本

部)、白石将博さん(川東)、伊藤友紀子さ

ん（本部）、47 歳という今回最も年上の進

藤大さん(上部)の合計8人が初段を受け、

戸田師範が大洲署長当時から指導を受け

てきた県警空手部の丹下英人先輩が 2 段

に挑戦をしたのでした。 

 通常稽古とは比べ物にならない数をこ

なす審査では、まず基本 100 本から入り、

移動、型と進み昇級審査に比べて本数の

多い過酷な状況でしたが、全員稽古の成

果をしっかりと出してやり遂げました。 

 また、棒飛び 10 回、逆立ち歩行、座っ

てからの足を首に掛けての立ち上がり、

開脚胸付け、腕立て伏せ 100 回という厳 

しい体力審査では大半の人が腕立て伏せ

以外は失敗する中、福岡洸大君は足掛け

立ち上がり以外をクリアし、濱田晋太郎

さんは逆立ちでバランスを崩して肩を強

打したものの完遂するなど、全ての項目

をやり遂げました。よほど稽古を積んで

きたものと思われ賞賛に値します。 

 午後に行われた組手では、初段は壮年

部で 5 人に減らした進藤さん以外は連続

10 人、2 段の丹下先輩は壮年部であり最

後の 12 人は連続で行い前半は分けての

合計 20 人と対戦しました。 

 最初に登場した福岡洸大君は、小中学

時代に多くの大会に出場していたキァリ

アがあり、身体が大きくなってパワーが

増え黒帯の先輩たちと互角以上の戦いで

10 人組手を完勝しました。 

 さらに中学生ながら髙橋葵唯君はステ

ップを交えてしっかりと戦いましたが、

髙橋冬椰君と西村唄君は、幾度か師範か

らアドバイスを受けたものの応えること

ができず精彩を欠いた結果となり、今後

組手の稽古を増やしての成長が期待され

ます。 

長年仕事をしながら修行を続けてきた

伊藤友紀子さんは、体力の限界まで来て

いた様子でしたが立派に完遂しました。  

  

 

濱田晋太郎さんは、アクシデントによ

る肩の痛みに耐えて 10 人組手を戦い抜

き、白石将博さん、進藤進さん共に気迫

を全面に出してしっかりやり遂げまし

た。 

 丹下英人先輩は、大会にも多数出場し

ており、警察官の意地を持って全ての対

戦で迫力ある組手を行いました。 

 緊張した審査は終了し、審査の結果は 

後日発表となり全員が合格となりまし 

た。長い修練の結果、黒帯と 2 段になっ 

たわけですが、空手の修行にとってこれ 

は通過点にすぎません。 

極真戸田道場の 700 人を超える入門者

の内、黒帯に達するのは 1 割足らずであ

り、2 段に至っては更に少ない状況であ

り合格は素晴らしいことです。 

 しかし、これで目的を達したと思わず

に、むしろ再びスタートラインに立った

と思って、今後も生涯の修行に取り組ん

でもらいたいものです。 

 これからは各道場の指導員として道場

生を導く立場になることが期待されま

す。 

 そして、他の道場生も彼らに続いて黒

帯を取得して、大きな自信と勇気を獲得

して欲しいと思います。 



昇級審査合格者 

【令和 3 年 7 月 18 日(日) 砥部町陶街道ゆとり公園武道場】 

少年部 71 人 

◆2 級 瀧田蓮（川東）、清水航一郎(本部) ◆3 級 田邉秀麿（上部）、岩城斗也（西条）、岡裕人(本部)、荒牧優翔（空港通）、西村

健吾(味酒) ◆仙波優佳・山内煌河（本部）、川上楓太（川東）、髙橋笑・福田心優（上部）◆5 級 今津瑛貴（川東）、熊野未来・砂田

鷹影・砂田蒼彩（上部）、寒作心・高橋瑛徳（本部）、岡田拓真・松下環士（空港通）、竹田依緒莉・勝田瑛斗（味酒）、西森正道・芳野

翔琉（三津）、西村唄・立川湧空(大洲) ◆6 級 日野煌太・合田麗央(川東)、福田ゆう・福田優真(上部)、八木優麿(今治)、宮﨑悠一

郎(本部)、渡部郁斗(鷹子)、濱田夏向・上浅史人(大洲)  

◆7 級 大滝晃平(川東)、今川遥斗・谷口莉駒(今治)、玉井俊輔(本部)、荒牧晃希・西野万琴(空港通)、秦端来(鷹子)、竹本遥空(三津) 

◆8 級 矢野和希・山本優翔・日野瑠太(川東)、砂田琉(上部)、野本明茄・岡井楓佑・岡井陽大(鷹子)、中尾建吾・中尾梓(味酒)、芳

野穂佳・阿部光真(三津)、戸田一楓・田中瑛大(空港通り)◆9 級 佐藤航基(川東)、瀧宮蔵人(三津)、谷口櫻(空港通り) ◆10 級 渡

部響翔(川東)、玉井ちひろ・池田郁翔(本部)、福田こころ(三津)、山本日向(味生) 

一般部 11 人 

◆2 級 松木洋三(上部)、荒牧基尚(空港通) ◆3 級 芥川光宏（西条） ◆4 級 カノイ・メシャク・玉井祐子(本部)、鎌田真矢(上

部) ◆5 級 石川瑚乃美(県警)、土居優斗(大洲) ◆7 級 矢野一志・蘆谷幹也(川東) ◆9 級 谷口徹(空港通) 

 

【令和 3 年 11 月 21 日(日)  砥部町陶街道ゆとり公園武道場】 

少年部 54 人 

◆1 級 池内琥星(味酒) ◆2 級 東悠樹（本部） ◆3 級 高瀬壮(西条)、伊藤陸(今治)、小松陽翔（味酒） ◆4 級 熊野未来・保

子凜成(上部)、畠岡周作(大洲)、重松陸人(今治) ◆6 級 大滝晃平(上部)、安井大祐・アリブレフト玲音・松井瞳依(今治)、戸田悠仁

(空港通り)、渡部陽道・井住健人・兵頭海輝・小川紗良(三津)、髙橋優杏(味生) ◆7 級 安井祐貴・原田朔矢(今治)、東大翔・野村

羚冴（本部）、藤本龍祐(鷹子)、髙橋拓真(西条)、和氣里彩・逢坂怜裕(鷹子) ◆8 級 武田禅(鷹子)、日野生翔(西条)、阿立武大・西

濵政希・二宮新太・野村侑芯(本部)、戎居騒助・横山佳穂(味酒)、西野成(空港通)、和氣遥哉(鷹子) ◆9 級 横道葵希・福山颯士(本

部)、松本朱華(味酒)、石崎武虎・伊與田恵士(味生)、石丸遥煌(鷹子)、白石晴都(内子)、西森俐乃・西森理人(大洲) ◆10 級 藤田陸

叶(上部)、玉井陽翔・星加遥希(西条)、松本藍希(味酒) 

一般部 14 人 

◆1 級 小澤叶夢(西条)、寒作円(本部)、村上敦(空港通) ◆2 級 保子圭(上部)、東悠樹・宮﨑小織(本部)、村上咲弥(空港通り) ◆

3 級 伊東千晃(味酒) ◆4 級 白鞘未羽(川東) ◆5 級 村上峻基(今治) ◆兵頭佑哉(三津) ◆7 級 亀井志苑(本部)、谷口徹(空港

通り) ◆野村愛里佳(味酒)、與三川竜二(空港通り) 

 

【平成 4 年 4 月 17 日(日) 愛媛県武道館副道場】 

 

 

 

 

 

少年部 69 人 

◆２級 岩城斗也(西条)、村上晴紀(本部) ◆3 級 熊野未来・福田心優(上部)、神原杏菜・髙橋琉喜(今治)、芳野怜隠・仙波優佳(本部)、村上

驍(空港通)、井口尊心(三津) ◆4 級 砂田葵彩・砂田鷹影(上部)、今津瑛貴(川東)、末廣琉杏・寒作心・高橋瑛徳(本部)、松下環士・岡田拓真

(空港通)、西森正道(三津)、立川煌貴・立川湧空・矢野翔琉・濱田夏向(大洲)、大野裕樹・石井彰(今治) ◆5級 日野煌太(川東)、大滝晃平・福

田優真・福田ゆう・玉井瑛人(上部)、芥川團・佐藤大緒(西条)、八木優磨(今治)、髙橋愛葵(本部)、土井湊太・田村英誉(味酒)、上浅史人(大洲) 

◆6級 浅海愛夢(上部)、日野瑠太(川東)、谷口莉駒(今治)、東大翔(本部)、荒牧晃希(空港通り)、越智隆史朗(味酒) ◆7級 上浅琥雅・砂田琉

(上部)、坂本國弘(本部)、古江理人(味酒)、小笠原吏輿・秋月騎心・久保田颯介(味生)、八木結聖(今治)、松本朱華(味酒) ◆8級 星川睦叶・西

山満・藤田陸叶(上部)、菅陸人(今治)、高橋凜花・池田郁翔(本部)、土井瑛介・松本藍希(味酒)、福田こころ(三津) ◆10 級 片岡快晴(川東)、

髙橋栞菜(西条)、甘利琉偉・石村優晴(本部)、與三川陽翔(空港通) 

一般部 19 人 

◆1 級 松木洋三・保子圭(上部)、北光希(今治)、福岡陽澄(本部)、荒牧基尚・中野結翔・村上咲弥(空港通り) ◆2級 芥川光宏(西条)、荒牧優

翔(空港通り) ◆3 級 東優伸(今治)、末廣羚生（本部） ◆4 級 穂木竜之介（高津）◆5 級 穂木徹（高津）、矢野一志（川東）、越智茂登実

（味酒）◆7級 瀧平陽子（味酒）、與三川竜二（空港通り） ◆8級 河野智大（大洲） 



栄えある入賞者 

昨年も、新型コロナウィルスの感染拡大は収まらず大会は例年より減少したものの、感染の隙間を縫って開催された大

会に出場して多くの選手が入賞を果たしました。 

■全日本ジュニア新人育成選手権四国大会（2021/10/4 愛媛県武道館 悠心道場主催） 

優勝 古江理人（小 2 チャレンジファースト 味酒）、井住健人（小３ミドルファースト 三津）、小松陽翔（小 6 ミドル

ファースト 味酒） 準優勝 髙橋栞菜（幼年年長ルーキー 西条）、瀧平陸翔（小 1 ルーキー 味酒）、阿部光真（小 1

チャレンジファースト 三津）、石崎武虎(小 2 チャレンジセカンド 味生)、藤本龍祐(小 4 ミドルファースト 鷹子) 第

3 位 荒牧晃希（小 2 チャレンジファースト 空港通）、渡部陽道（小 2 ミドルファースト 三津）、戸田悠仁（小 4 チャ

レンジファースト 空港通）、土井湊太（小 4 チャレンジファースト 味酒）、越智隆史朗（小 4 ルーキー 味酒） 

■第 2 回全日本強育空手大会県予選（2021/10/11 西条市総合体育館 福田道場主催） 

優勝 浅海愛夢（小 4 女子初中級 上部）、中野結翔（中 1 男子重量級 空港通）、松井瞭誠（中 2.3 男子軽量級 今治） 

準優勝 福田ゆう（小３女子初中級 上部）、八木優磨（小 4 初中級 今治）、保子凜成(小 4 男子上級 上部)、伊藤陸（小

6 男子上級 今治）、福田心優（小 5・6 女子上級 上部） 第 3 位 安井祐貴（小 3 男子初中級 今治） 

■全四国錬成大会（2021/12/8 愛媛県武道館 新極真三好道場主催） 

≪組手部門≫ 優勝 北光希(中１男子上級 今治) 準優勝 中野結翔（中１男子上級 空港通）、高瀬壮（小 5 男子上級 

西条） 第 3 位 高橋拓真（小 3 男子中級 西条） 

≪型部門≫ 優勝 西森正道（小 3・4 男子初級 三津） 準優勝 高瀬壮（小 5・6 男子上級 西条）、小笠原吏輿（小

1・2 男子上級 味生） 第 3 位 岩城斗也（小 5・6 男子上級 西条）、池内琥星（小 5・6 男子上級 味酒）、逢坂怜裕

（小 3・4 男子初級 鷹子)、土井湊太（小 3・4 男子初級 味酒）、髙橋優杏（小 3・4 女子初級 味生）、土井介（小 1・2

男子初級 味酒） 

■敬心杯（2021/12/12 アリーナ土居 敬心館主催） 

 優勝 安井大祐（小 5 男子ビギナーズ 今治） 

■リアルチャンピオンシップ(2022/1/30 グリーンアリーナ神戸 宮野道場主催) 

準優勝 北光希（中 1 47ｋｇ以上 今治）、優勝 北彩花(高校女子重量級 今治) 

■ＪＡＰＡＮ ＫＡＲＡＴＥ ＣＬＡＳＳＩＣ2022（2022/3/17 兵庫県立武道館） 極真中村道場主催）  

準優勝 田邉秀麿（小 5 ソフトクラス 上部） 

■全四国空手道選手権大会（2022/4/10 高知市サンピアセリーズ体育館 新極真三好道場主催） 

 第 3 位 福田心優(小 6 女子上級 上部)  

 

令和４年度 強化選手指定者 

（組手）  

昨年は、コロナ感染が未だに収まらず、(一社)極真会館の第 51 回全日本大会が中止となった他、全日本ウェイト制大会の

出場希望者全員の勤務先から出場許可が得られず、初めて戸田道場からの出場者が 1 人もいない状況となるなど、前半の

大会出場は極めて限られていました。 

 しかし、感染が減少した秋から年末にかけては多くの大会が開催され、更に 10 月には戸田道場主催の四国選抜大会（旧

愛媛県大会）、12 月には極真桑島道場の香川県大会も開催されたことから、これらを含めた大会の成績に基づいて強化選

手の選考を行いました。 

 今回は強化選手Ａの指定は１０人で前回より１人減少し、内６人が新規指定、６人が降格か強化選手そのものから除外

となり、強化選手Ｂの指定は昨年と同数の１５人で、内９人が新規指定、４人がＡからの降格で９人が強化選手から外れ

るという新旧交代が著しい結果となりました。 

 また、指定選手Ａの内７人を今治道場が占めるという快挙を成し遂げました。 

 なお、四国選抜大会上級の部でグラチャン資格を獲得したために、香川県大会で他の選手に資格を与える為に出場を辞

退し、同レベルの他流派の大会上級の部で準優勝以上の成績を取った５人の選手は強化選手Ａの指定をしました。 



＊Ａに指定された選手は合宿費の免除、(一社)極真会館主催大会の出場料全額負担、各種全日本大会の旅費一部負担、

その他海外の大会出場時の旅費の全額負担等の優遇を受けることができます。 

 

【組手強化選手 A】 

櫻井隼斗(一般男子 今治 新規)、松井弥陸（一般男子 今治）、國本明佳（一般女子 今治）、菊川真莉紗（高校 3 年女

子 今治 新規）、松井瞭成（高校 1 年 今治 新規）、中野結翔（中 2 男子 空港通り）、北光希（中２男子 今治）、伊

藤陸（中１男子 今治 新規）、高瀬壮（小 6 男子 西条 新規）、石村優晴（小 1 男子 本部 新規） 

 

【組手強化選手 B】 

芥川光宏（壮年男子 西条 新規）、東悠樹（中 2 男子 本部 新規）、伊藤銀河（中 2 男子 本部 新規）、福岡陽澄（中

2 男子 本部）、小松陽翔（中 1 男子 味酒 新規）、村上晴紀（中 1 男子 本部 新規）、福田心優（小 6 女子 上部 新

規）、岡裕人（小 6 男子 本部）、熊野未来（小 6 男子 上部 新規）、岩城斗也（小 6 男子 西条）、保子凜成（小 5 男子 

上部）、寒作心（小 5 男子 本部 新規）、高橋瑛徳（小 5 男子 本部）、芥川團（小 4 男子 西条）、上浅史人（小 4 男子 

大洲 新規）、福田ゆう（小 4 女子 上部 新規） 

 

（型） 

型の強化選手はＡのみであり、今年は 6 人の指定がありました。 

型試合は少なく大洲少年大会、部内交流大会、新極真四国錬成大会のみであり、これらの大会上級の部で連続 2 回の優

勝を成し遂げた者を指定しました。 

【型強化選手 A】 

宮園圭人（一般男子 本部 新規）、菊川真莉紗（高２女子 今治）、寒作円（中１男子 本部）、寒作心（小４男子 本部）、

西森正道（小４男子 三津 新規）、土井瑛介（小２男子 味酒） 

 

 

 

 

 

 

 

組手の部強化選手Ａに指定される条件 

全日本少年少女空手道選手権大会の権利取得大会での準優勝以上を

年間 2 回以上。または指定の大会（香川県交流大会等）で準優勝以上

を年間 2 回以上。初中級の部は除く。一般部ではこれ以外に全日本ウ

ェイト制空手道選手権大会、無差別の全日本空手道選手権大会で 8 位

以内の入賞、高校生以下は全日本少年少女空手道選手権大会(グラン

ドチャンピオン決定戦)で 3 位以内に入賞することも含まれる。 

組手の強化選手Ｂに指定される条件 

（一社）極真会館主催の大会、および他流派主催の四国選抜空手道選

手権大会に準じたオープンな大会において 4 位以上入賞を年間 2 回

以上（初級の部を除く）、又はそれらと組み合わせて大洲少年空手道

大会上級の部、戸田道場部内交流大会か他流派のオープン大会の初級

の部で優勝を年間 2 回以上した場合。 

型の強化指定選手 A に指定される条件 ※型の強化指定選手は A の

み 

大洲少年空手道大会、戸田道場部内交流大会および他流派の大会の上

級の部で優勝を年間 2 回以上した場合。 



  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ト ピ ッ ク ス 

戸田道場の活動や、道場生の活躍、（一社）極真会館のニュースをピックアップ！ 

新型コロナウィルス感染予防を徹底して、日帰り冬合
宿を開催 

2021 年 11 月 13 日（土）、14 日（日）に砥部町陶街道ゆとり公園内

武道場にて日帰り秋合宿を開催しました。新型コロナウィルス感染予

防対策で松山地区と東予・大洲地区で 2 日間に分かれて行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午前中は組手中心の稽古、午後は基本、移動、型の稽古を行いまし

た。 

また今回は初めて審判の講習も兼ねて試合形式での組手も行いまし

た。戸田師範とコーチの神原先生、志賀先生には 2 日間に亘り指導に

当たって頂きました。 

一日 7 時間のハードスケジュールでしたが参加者全員、約 120 人休

むことなくやり切りました。 支部制と支部旗の制作 
本年４月から、戸田道場では道場制を支部制に組織改編しました。 

全国の連合会の多くが支部制をとっていることや、コロナ禍において

も道場数が増えたことからコロナ後に道場生がさらに増えることが予

想され、支部制にすることで、各道場責任者に支部長としての自覚を

持ち、組織としての機能を高める狙いがあります。 

また、支部制への改編に伴い、戸田道場の旗を 4 倍の大きさに作

り変えるとともに、各支部の旗を制作することとしました。 

支部の旗には、それぞれの支部のモットーとする言葉を入れるなど、

工夫を凝らしました。 

完成した各支部の旗は、四国選抜大会や大洲大会などの大会で掲示

し、併せて戸田道場の大きな旗はグラチャンやウエイト制等の全国規

模の大会に飾って、愛媛県戸田道場をアピールすることとしました。 

日帰り春合宿の開催 
2022 年 3 月 20 日（日）に新型コロナウィルス感染拡大に伴い、延

期となっていた冬合宿の代わりに日帰り春合宿を愛媛県武道館柔道場

にて開催しました。 

今回も感染予防対策として参加年齢を制限し、中予地区道場は午前

中に、東予と大洲地区道場は午後に分けて行いました。 

今回も基本や移動、組手稽古の他、審判の練習も兼ねて強化選手中心

の試合形式での練習試合も行いました。昼休み後の道場責任者会議で

は戸田道場発展のための意見を出し合い話し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

また、昨年の全日本少年少女空手道選手権大会で準優勝した菊川選

手と松井選手の 2 名と指導された戸田師範と神原先生に松山市から贈

られていた「まつやまスポーツ笑顔大賞」が参加道場生の前で授与さ

れました。 

東予地区に新たに三道場開設 
2021 年秋、戸田道場は東予地区に新居浜川西道場（濱井師範代）、新

居浜高津道場（高津先生）、西条氷見道場（志賀先生）の三つの道場を

新しく開設しました。 

そして 11 月 28 日（日）には松山からは戸田師範が、また東予地区の

道場生も沢山応援に駆け付けて三道場合同の道場開きが盛大に行な

われました。 

東予地区の団結力に戸田道場の益々の発展を確信いたしました。 

これからも極真空手の普及のために、より一層努めて参ります。 

帯研・審判講習会の実施 
2022 年 2 月 23 日(日)に愛媛県武道館にて帯研を行いました。 

コロナ感染予防対策として、対面での接触をさけるため、ミットや組

手の稽古は行わず、型中心の稽古となりました。 

まず、今年４月に初めて開催される予定の全国「型」競技大会に出

場する６人の選手の型強化稽古を行い、大会に向けて型の精度の向上

と念入りな調整を行いました。 

続いて、道場責任者、黒帯、１級（本年度昇段審査受審予定者）を

対象として、戸田師範が細かく説明をして、平安の型及び初段指定型

の稽古を行いました。 

午後からは道場責任者会議の後、１６歳以上で茶帯以上の４人を対

象とした審判ライセンスＣ取得講習を実施、審判ライセンス取得者の

増員を図るとともに審判技術の向上を行いました。 

なお、全国「型」競技大会では、戸田道場から出場した選手のうち、

準優勝１名、３位２名と極めて好成績を収め、帯研での特訓の成果が

表れたと言えるでしょう。 

四国選抜空手道選手権大会開催決定 
「第 9 回四国選抜空手道選手権大会」が、愛媛県武道館主道場で 

１０月 16 日（日）に開催されることが決定されました。 

 上級の部は「全日本少年少女空手道選手権大会（通称グランドチャ

ンピオン決定戦）」の選抜大会となります。 
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極真会館 愛媛県戸田道場の歩み

2012年（平成24年）

１１月 第１回愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（坊ちゃんスポーツフロア）

３月 第15回大洲少年空手道大会 開催

５月 松山味酒（支部）道場 開設

５月 昇段審査実施（４名合格）

５月1日 一般社団法人国際空手道連盟極真会館
愛媛県戸田道場設立

松山潮見（本部）道場
愛媛県警察極真空手部
大洲警察署空手教室

５月２７日 昇級審査（１４人受審）

道場生数９６人

７月 東予道場（西条支部）加盟

８月 新居浜川東道場（高津・川東支部）加盟

８月２５・２６日 初夏合宿実施（５９人参加）

４月 戸田師範 NTT愛媛支店相談役に就任

８月 第18回香川県空手道選手権大会

志賀賢一 ３位

１０月 第1回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

（坊ちゃん球場スポーツフロア）

2013年（平成25年）



2014年（平成26年）

１２月 戸田師範 五段審査合格
（極真技術審査機構）
公認師範となる
（大阪市みなみはやドーム）

１２月 第２回愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催

（坊ちゃん球場スポーツフロア）

３月 第16回大洲少年空手道大会 開催

３月 常盤道場（今治支部） 加盟

４月 昇段審査実施（８名合格）

４月 小井師範による審判講習 開催

４月 極真会館愛媛県戸田道場がJFKO（全日
本フルコンタクト空手道連盟）に加盟

６月 第30回オープントーナメントウェイト制
全日本空手道選手権大会

志賀賢一 ７位（男子重量級）

７月 戸田師範、単身修行。山形に向かい田畑
師範の指導を受ける。



2015年（平成27年）

９月 第2回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

（松山総合コミュニティーセンター）
《あいテレビでの放映開始》

１０月 第31回全日本ウェイト制
オープントーナメント拳武道選手権大会

志賀賢一 優勝

１１月 第46回全日本空手道選手権大会（無差別）

志賀賢一 ７位

村上孝治 ３位（壮年部）

１２月 第３回愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（丹原体育館）

１月 松山空港通り（支部）道場 開設

３月 第17回大洲少年空手道大会 開催

４月 昇段審査実施（10名合格）

６月 戸田師範 極真会館の幹事就任

９月 第3回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

（以降、愛媛県武道館主道場を会場とする）

１１月 第47回全日本空手道選手権大会
（無差別）

志賀賢一 ７位
【世界大会出場権獲得】

１２月 第４回愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催

（丹原体育館）



６月 第32回オープントーナメントウェイト制
全日本空手道選手権大会

神原敏行 ５位（男子中量級）
【世界大会出場権獲得】

志賀賢一 ８位（男子重量級）

７月 第４回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

2016年（平成28年）

１２月 愛媛県警極真空手部、愛媛県消防
極真空手部合同稽古実施

（潮見本部道場）《以降、毎年実施》

２月 戸田師範が一般社団法人極真会館の
理事に就任

３月 第18回大洲少年空手道大会 開催

４月 昇段審査実施（10名合格）

５月 愛媛マンダリンパイレーツと極真会館
愛媛県戸田道場との友好関係の樹立

１２月 第５回極真会館愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（丹原体育館）



６月 第22回オープントーナメント
グランドチャンピオン大会
全日本少年少女空手道選手権第大会

北彩花 ３位（小学６年生女子）

松井弥陸 ３位（中学２年生男子軽量級）

國本明佳 優勝（高校生女子重量級の部）

７月 第５回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

１２月 第６回愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（砥部町陶街道ゆとり公園武道館）

１２月 極真会館愛媛県戸田道場
設立５周年記念祝賀会・後援会発足式
（メルパルク松山）

１月 第４回極真連合杯
世界空手道選手権大会
（沖縄県那覇市）

神原敏行 ベスト16（男子）

志賀賢一 ベスト16（男子）

３月 新居浜中萩（新居浜上部支部）道場 開設

３月 第18回大洲少年空手道大会 開催

４月 松山三津（支部）道場 開設

４月 昇段審査実施（７名合格）

2017年（平成29年）



４月 昇段審査実施（７名合格）

５月 戸田師範 行政書士事務所開設

５月 国際セミナー（山形開催）
戸田師範、濱井師範代参加

（濱井師範代四段審査合格）

６月 第23回オープントーナメント
グランドチャンピオン大会
全日本少年少女空手道選手権第大会

北光希 準優勝（小学４年生男子）

北彩花 ベスト８（中学６年生女子）

松井弥陸 準優勝（中学３年生男子軽量級）

１月 愛媛県警、香川県警、愛媛県消防の極
真空手部合同稽古実施

２月 黒帯会 発足
（会長 濱井敦史師範代）

３月 松山鷹ノ子（支部）道場 開設

３月 戸田師範 NTT愛媛支店退職

４月 内子交番空手教室 開設

４月 第20回大洲少年空手道大会 開催

2018年（平成30年）



１月 第７回極真会館愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催

２月 松山スポーツ笑顔大賞表彰

選 手 北光希 北彩花 松井弥陸

指導者 戸田美智男 神原敏行

３月 公益財団法人愛媛県スポーツ協会表彰

北彩花 優秀選手賞

３月 第21回大洲少年空手道大会 開催

３月 松山味生（支部）道場 開設

３月 スリランカでの極真空手セミナー
第１回スリランカ空手道選手権大会開催
（本大会では戸田師範は主審を務める）

◇指導者として田畑師範、戸田師範が出席

６月 第34回オープントーナメントウェイト制
全日本空手道選手権大会

神原敏行 ４位（男子中量級）

志賀賢一 ８位（男子中量級）

國本明佳 ８位（女子軽量級）

７月 2018世界ジュニア空手道選手権大会
（開催国：カザフスタン共和国）《カラガンダ》

北彩花 ３位

松井弥陸 準優勝

◇審判として神原支部長参加

１０月 第６回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

（軽中量級 神原敏行 初優勝）

2019年（平成31年（令和元年））



１０月 第６回ワールドカップ
（開催国：ロシア共和国）

《モスクワ》
國本明佳 準優勝（女子軽量級）

１１月 第7回オープントーナメント
愛媛県空手道選手権大会 開催

１月 第50回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会（無差別）

志賀賢一 ８位

１月 戸田師範 六段審査合格
（東京城南川端道場本部直轄）

４月 昇段審査実施（３名合格）

４月 愛媛県警極真空手部の合同稽古実施

松山南警察署の武道場にて実施
滋賀県警の内田先生も参加。

６月 第2４回オープントーナメント
グランドチャンピオン大会
全日本少年少女空手道選手権第大会

北光希 ベスト８（小学５年生男子）

松井弥陸 ３位（高校１年生男子軽量級）

６月 第35回オープントーナメントウェイト制
全日本空手道選手権大会

國本明佳 準優勝（女子軽量級）

７月 第８回極真会館愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催

（砥部町陶街道ゆとり公園武道館）

2020年（令和２年）



８月 第10回極真会館愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（愛媛県武道館剣道場）

１０月 第8回四国選抜空手道選手権大会開催
（旧愛媛県空手道選手権大会）

１１月 新居浜川西（支部）道場 開設
新居浜高津（支部）道場 開設
西条氷見（支部）道場 開設

１月 第51回オープントーナメント
全日本空手道選手権大会（無差別）

松木洋三 ４位（壮年男子40歳代）
【世界大会出場権獲得】

２月 松山スポーツ笑顔大賞表彰

選 手 菊川真莉紗 松井弥陸

指導者 戸田美智男 神原敏行

２月 松山スポーツ笑顔大賞表彰

選 手 國本明佳

指導者 戸田美智男

３月 第２２回大洲少年空手道大会【延期】
（新型コロナウイルス感染症感染拡大のため延期）

４月 2020国際セミナー【中止】
（愛媛県戸田道場主催 20ヵ国110名が参加予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症感染拡大のため中止）

１１月 第９回極真会館愛媛県戸田道場
部内交流大会 開催
（愛媛県武道館主道場）

１２月 昇段審査実施（３名合格）

３月 第22回大洲少年空手道大会 開催
（新型コロナウイルス感染対策により愛媛県戸田道場のみ）

６月 第25回オープントーナメント
グランドチャンピオン大会
全日本少年少女空手道選手権第大会

池内琥星 ベスト8（小学5年生男子軽量級）

北光希 3位（小学６年生男子生重量級）

菊川真莉紗 準優勝（高校生女子軽量級）

松井弥陸 準優勝（高校2 .3年生男子軽量級）

2021年（令和３年）

2022年（令和４年）



４月 2022年極真空手全国「型」競技大会

西森正道 ３位（小学３・４年生男女の部）

菊川真莉紗 ３位（一般男女の部）

寒作智美 準優勝（マスターズ女子の部）

５月 入門者合計



各 種 大 会 入 賞 者





２０１３年 極真技術審査機構昇段審査 《戸田師範 五段受審》

２０１４年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０１３年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

昇 段 審 査

２０１５年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０１６年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査



２０１７年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０１８年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０１９年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０２０年 極真技術審査機構昇段審査 《戸田師範 六段受審》



２０２１年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査

２０２０年 極真会館愛媛県戸田道場昇段審査



昇級審査・合宿 主 催 大 会 な ど

夏 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

昇 級 審 査

第１回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（坊ちゃん球場スポーツフロア）

《２０１３年》



《２０１４年》

秋 季 昇 級 審 査（坊ちゃん球場スポーツフロア）

第２回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（松山総合コミュニティーセンター）

戸田師範 山形修行（３日間、大山総裁の内弟子であった田畑師範の教えを受ける）

冬 季 昇 級 審 査（坊ちゃん球場スポーツフロア）



第３回部内交流大会（西条市丹原体育館）

《２０１５年》

寒 行

冬 合 宿（国立大洲青少年交流の家）



夏 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

冬 季 昇 級 審 査（坊ちゃん球場スポーツフロア）

春 季 昇 級 審 査（坊ちゃん球場スポーツフロア）



秋 季 昇 級 審 査（愛媛県武道館 剣道場）

第３回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（愛媛県武道館 主道場）

第４回部内交流大会（西条市丹原体育館）



《２０１６年》

冬 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

愛媛マンダリンパイレーツ応援演武（坊ちゃん球場）

春季昇級審査（坊ちゃん球場スポーツフロア）



第４回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（愛媛県武道館 主道場）

愛媛マンダリンパイレーツ応援演武（坊ちゃん球場）

秋季昇級審査（愛媛県武道館 副道場）



《２０１７年》

冬 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

第１９回大洲少年空手道大会（大洲市総合体育館）

春季昇級審査（坊ちゃん球場スポーツフロア）



第５回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（愛媛県武道館 主道場）

第６回部内交流大会（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

設立５周年記念祝賀会・後援会発足式（メルパルク松山）



《２０１８年》

冬 合 宿（えひめ青少年ふれあいセンター）

冬季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

黒帯会発足式



第６回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会《西日本豪雨災害チャリティー》

第２０回大洲少年空手道大会（大洲市総合体育館）

春季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



秋 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

秋季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



《２０１９年》

第７回部内交流大会（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

冬 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

寒 行



第２１回大洲少年空手道大会（大洲市総合体育館）

春季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

夏季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



第８回部内交流大会（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

秋 合 宿（国立大洲青少年交流の家）

秋季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



第７回オープントーナメント愛媛県空手道選手権大会（愛媛県武道館 主道場）

《２０２０年》

冬 合 宿（えひめ青少年ふれあいセンター）

寒 行



第９回部内交流大会（愛媛県武道館 主道場）

秋季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

日帰り合宿（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



《２０２１年》

冬季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

第２２回大洲少年空手道大会（大洲市総合体育館）

夏季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）

第１０回部内交流大会（愛媛県武道館 剣道場）



第８回オープントーナメント四国選抜空手道選手権大会
《旧愛媛県空手道選手権大会》（愛媛県武道館 主道場）

冬季昇級審査（砥部町陶街道ゆとり公園武道場）



は

本社にて無料相談会やってます。
お気軽にお越しください。
TEL:0120-41-0006

（受付時間 09：00〜18：00）

tel:0120410006

