所在地：東京都府中市府中町1-7-2 さくら食品館3階

テコンドー通信 20
vol.

ITF-JAPAN道場・クラブ・同好会一覧
北海道
ITF-JAPAN 函館道場
責任者：山越寛 1090-6449-9978
ITF-JAPAN 札幌道場
責任者：安田貴行 1090-3391-5209
ITF-JAPAN 苫小牧道場
責任者：藤田健次郎 1090-2690-3721
ITF-JAPAN 札幌北道場
責任者：長峰啓介 1090-6210-7884
ITF-JAPAN 札幌平岡道場
責任者：安田貴行 1090-3391-5209

東

北

中

部

■ 宮城
ITF-JAPAN 仙台道場
責任者：朴ソンファ 1090-5205-8965
■ 愛知
ITF-JAPAN 名古屋道場
責任者：井上富士夫 1090-7281-0135
■ 富山
ITF-JAPAN 富山道場
責任者：林勝人 1080-1958-5071
ITF-JAPAN 鵜坂道場
責任者：山本正和 1080-1958-5071
ITF-JAPAN 浜黒崎道場
責任者：丹田唯 1080-1958-5071
ITF-JAPAN 新川道場
責任者：林勝人 1080-1958-5071
ITF-JAPAN 小矢部道場
責任者：竹内慎一郎 1080-1958-5071
■ 長野
ITF-JAPAN 長野道場
責任者：山岸康二 1090-1556-6357
■ 三重
ITF-JAPAN 鈴鹿道場
責任者：金和主 1090-1295-4526

関

東

■ 東京
ITF-JAPAN 府中道場
責任者：黄秀一 1042-366-8515
ITF-JAPAN 荒川道場
責任者：朴禎祐 103-3819-8040
ITF-JAPAN 府中いなせ道場
責任者：後藤正巳 1080-5080-7897
ITF-JAPAN 日野道場
責任者：野道秀明 1090-2751-3306
ITF-JAPAN 南平道場
責任者：野道秀明 1090-2751-3306
ITF-JAPAN 調布道場
責任者：篠本和義 1090-3403-9185
ITF-JAPAN 江東道場
責任者：黄秀一 103-5327-4077
ITF-JAPAN 本宿道場
責任者：磯村創 103-4590-3433
ITF-JAPAN 国分寺道場
責任者：田中彰 103-5327-4077
ITF-JAPAN 綾瀬道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 国領道場
責任者：篠本和義 1090-3403-9185
ITF-JAPAN 稲城道場
責任者：篠本和義 1090-3403-9185
ITF-JAPAN 北千住道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 西新井道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 綾瀬クラブ
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 目黒道場
責任者：田中彰 103-5327-4077
ITF-JAPAN 池袋道場
責任者：朴ソンファ 1090-5205-8965
ITF-JAPAN 町屋道場
責任者：圷政治 1080-3014-7304

ITF-JAPAN 足立興野道場
責任者：姜昇利 1090-6516-8290
ITF-JAPAN 梅島道場
責任者：姜昇利 1090-6516-8290
ITF-JAPAN 南大沢道場
責任者：篠本和義 1090-3403-9185
ITF-JAPAN 立川道場
責任者：田中彰 103-5327-4077
ITF-JAPAN 中目黒道場
責任者：矢部守重 1090-8844-7509
ITF-JAPAN 千歳烏山道場
責任者：市川裕英 1080-6544-7306
ITF-JAPAN 中野道場
責任者：黄秀一 103-5327-4077
ITF-JAPAN 渋谷道場
責任者：磯村創 103-4590-3433
ITF-JAPAN ゴールドジム大塚道場
責任者：朴ソンファ 1090-5205-8965
ITF-JAPAN 吉祥寺道場
責任者：市川裕英 1080-6544-7306
ITF-JAPAN 錦糸町道場
責任者：黄秀一 103-5327-4077
ITF-JAPAN 町田道場
責任者：磯村創 103-4590-3433
ITF-JAPAN 青砥道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 舎人道場
責任者：梅田達哉 1090-1656-3059
ITF-JAPAN 尾久道場
責任者：圷政治 1080-3014-7304
ITF-JAPAN 品川道場
責任者：柴田彰 1090-8949-4234
ITF-JAPAN 世田谷道場
責任者：市川裕英 1080-6544-7306
ITF-JAPAN 新宿道場
責任者：朴禎祐 103-3819-8040
ITF-JAPAN 小平道場
責任者：田中彰 1090-9772-1155
ITF-JAPAN 千代田道場
責任者：伊原和宏 1090-2734-3363
ITF-JAPAN 赤羽道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN 台東道場
責任者：姜昇利 1090-6516-8290
■ 埼玉
ITF-JAPAN 戸田道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 大宮道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 朝霞道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 鴻巣道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 越谷道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 川口道場
責任者：金成哲 1090-8879-9407
ITF-JAPAN 蕨道場
責任者：金成哲 1090-8879-9407
ITF-JAPAN 春日部道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
ITF-JAPAN 宮原道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 北本道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 上尾道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 浦和道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994
ITF-JAPAN 所沢道場
責任者：朴ソンファ 1090-5205-8965
■ 千葉
ITF-JAPAN 千葉道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
ITF-JAPAN 船橋道場
責任者：佐藤望 103-5327-4077
ITF-JAPAN オムスクール千葉道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378

ITF-JAPAN 長沼道場
責任者：高進裕 1090-6187-7378
ITF-JAPAN 柏道場
責任者：寺島亮介 1090-4224-1733
ITF-JAPAN 松戸道場
責任者：寺島亮介 1090-4224-1733
ITF-JAPAN 流山道場
責任者：寺島亮介 1090-4224-1733
ITF-JAPAN 船橋道場
責任者：寺島亮介 1090-4224-1733
ITF-JAPAN 我孫子道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN ゴールドジム行徳道場
責任者：姜昇利 1090-6516-8290
ITF-JAPAN 成田道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
ITF-JAPAN 都賀道場
責任者：井手賢一 10120-19-5636
ITF-JAPAN 岬道場
責任者：黒沼正雄 10120-19-5636
ITF-JAPAN 君津道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
ITF-JAPAN ちはら台道場
責任者：高橋祐司 10120-19-5636
ITF-JAPAN 一宮道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
ITF-JAPAN 茂原道場
責任者：田野晶久 10120-19-5636
ITF-JAPAN 新浦安道場
責任者：徐萬哲 10120-19-5636
■ 神奈川
ITF-JAPAN 武蔵小杉道場
責任者：岩崎寛志 103-5327-4077
ITF-JAPAN 橋本道場
責任者：佐藤元 1090-9105-1128
ITF-JAPAN 相模原道場
責任者：佐藤元 1090-9105-1128
ITF-JAPAN 茅ヶ崎道場
責任者：田部勝巳 1090-1838-2448
ITF-JAPAN 北茅ヶ崎道場
責任者：平間章二朗 1090-9859-0962
ITF-JAPAN 寒川道場
責任者：平間章二朗 1090-9859-0962
ITF-JAPAN 寒川南道場
責任者：平間章二朗 1090-9859-0962
ITF-JAPAN 新百合ヶ丘道場
責任者：蘇秉秀 1090-4057-7178
ITF-JAPAN 尻手道場
責任者：蘇秉秀 1090-4057-7178
■ 群馬
ITF-JAPAN 高崎道場
責任者：朴禎祐 1090-6128-3956
■ 茨城
ITF-JAPAN 取手道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN 土浦道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN 牛久道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN 守谷道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
ITF-JAPAN つくば道場
責任者：戸島皇継 1090-4456-4852
■ 栃木
ITF-JAPAN 宇都宮道場
責任者：朴禎祐 1048-299-5994

近

畿

■ 大阪
ITF-JAPAN 大阪道場
責任者：須賀大輔 10120-19-5636
ITF-JAPAN 高槻道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 阿倍野道場
責任者：平井信和 103-5327-4077
■ 兵庫
ITF-JAPAN 西宮道場
責任者：須賀大輔 10120-19-5636
ITF-JAPAN 姫路道場
責任者：須賀大輔 10120-19-5636

精神一到

日本国際テコンドー協会（ITF-JAPAN）

制作／監修：日本国際テコンドー協会

精神一到 ： 精神を集中し努力すれば、
どんな難しいことでもできないことはないという意味。
ITF-JAPAN 神戸道場
責任者：須賀大輔 10120-19-5636
■ 京都
ITF-JAPAN 京都道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 西陣道場
責任者：李基元 1090-2385-6270
ITF-JAPAN 福知山道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 舞鶴道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 久御山道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 太秦道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
ITF-JAPAN 綾部道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272
■ 滋賀
ITF-JAPAN 草津道場
責任者：趙俊弼 10120-82-8272

中

国

■ 愛媛
ITF-JAPAN 中予道場
責任者：松友省三 1090-2780-5178
ITF-JAPAN 姫山道場
責任者：松友省三 1090-2780-5178
ITF-JAPAN 和光道場
責任者：松友省三 1090-2780-5178
■ 香川
ITF-JAPAN 香川道場
責任者：松友省三 1090-2780-5178
■ 高知
ITF-JAPAN 高知道場
責任者：金一国 1088-833-7051
ITF-JAPAN はるの道場
責任者：金一国 1088-833-7051
ITF-JAPAN かがみ道場
責任者：金一国 1088-833-7051

九

世界大会 カウントダウン！

黄 進

第19回世界テコンドー選手権大会 IN ブルガリア
代表選手団

団長

黄

進

ITF委員

国際審判員

金一国

田部 勝巳

国際審判員

国際審判員

椿 順子

黄秀一

朴 ソンファ

広報

トレーナー

田中 彰

黄大勇

蘇秉秀

姜昇利

朴禎賢

監督

コーチ

国

■ 広島
ITF-JAPAN 広島道場
責任者：文相権 1090-7125-6347
ITF-JAPAN 三原道場
責任者：平原幹彦 1090-3170-7608
ITF-JAPAN 東広島道場
責任者：塩見浩介 1090-9500-8149
ITF-JAPAN 安佐南道場
責任者：塩見浩介 1090-9500-8149
ITF-JAPAN 呉道場
責任者：上田勇樹 1090-7993-7700
■ 山口
ITF-JAPAN 光道場
責任者：舛岡聡一郎 10833-78-2152
ITF-JAPAN 山口中央道場
責任者：舛岡聡一郎 10833-78-2152
ITF-JAPAN 下関道場
責任者：森松裕也 1090-9063-9207

四

師聖

州

■ 宮崎
ITF-JAPAN 宮崎道場
責任者：寺田宗史 1090-3197-6503
■ 大分
ITF-JAPAN 大分道場
責任者：椰野太一 1080-9242-2557
■ 福岡
ITF-JAPAN 北九州道場
責任者：池田篤志 1090-8229-7134
ITF-JAPAN 小倉道場
責任者：森松裕也 1090-9063-9207
ITF-JAPAN 久留米クラブ
責任者：久冨修隆 1090-9726-6128
ITF-JAPAN 福岡市南道場
責任者：岩田洸太郎 1092-558-6388
■ 佐賀
ITF-JAPAN 佐賀道場
責任者：重松晃三朗 1090-8661-1613

第19回世界大会代表選手たち
総務

朴禎祐

申小徳

韓鈴蘭

2015年8月24日〜30日、第19回世界テコンドー選手権大
会がブルガリア・プロヴティフで開催されます。第26回全日
本大会優勝メンバー中心に選出された日本代表選手たち
がいよいよ集結、大会強化練習がスタートしました。国際

船水 健二

柴田 彰

中川 友太

吉川 健太郎

垣屋 龍宏

曺洙聖

大島 実

大会での経験豊富な選手たちを中心に構成された今回の
選手団。23年間成し遂げられずにいるマッソギ優勝への
思いや「トゥル強国・日本」の安定した実力発揮など、周囲
の期待値が高まる中で、今大会が日本勢にとって飛躍の
舞台となることを願い、応援しましょう。

木村 志穂

大島 寛子

田中 さやか

築野 ひかり 近藤 智絵子

山田 茜

宮内 亜実

※渡航期間

2015年8月23日〜9月1日

再び快挙！ベテラン勢、男女総合優勝＆男女MVP！
第11回世界ジュニア・第6回世界ベテラン選手権大会

2014年8月6日〜10日、タジキ
スタン・ドゥシャンベにて、第11

第11回世界ジュニア・第6回世界ベテラン
選手権大会成績

回ジュニア・第6回ベテランテコ

【ベテラン】

ンドー選手権大会が開催されま

ベテラン男子 総合優勝 日本チーム
ベテラン女子 総合優勝 日本チーム
シルバークラスMVP 田部勝巳
ゴールドクラスMVP 椿順子

した。
これまで日本選手団は、世界ベ
テラン大会において素晴らしい

トゥル

男子6段の部 朴禎賢
優勝
男子6段の部 金一国
準優勝
男子4段の部 田部勝巳
優勝
男子3段の部 佐藤望
優勝
男子3段の部 大島勝
準優勝
男子3段の部 江田弥寿弘 第3位
男子1段の部 戸塚哲英
準優勝
女子4段の部 椿順子
優勝
女子2段の部 山口信子
優勝
女子1段の部 水藻珠美
優勝
男子団体 準優勝 日本チーム
女子団体 優勝 日本チーム

マッソギ

男子-64kg
田部勝巳
男子-64kg
朴禎賢
男子-73kg
金一国
女子-54kg
山口信子
女子-54kg
水藻珠美
女子-60kg
椿順子
女子団体 優勝 日本チーム

パワーブレイキング

男子団体

成績を収めてきましたが、今大
会はその期待を超えた内容で世
界に誇れる勲 章を手にしまし
た。
その象徴としての、田部勝巳

大会会場前にて集合写真

選手（シルバー）、椿順子選手
（ゴールド）の最優秀選手賞受
賞。そしてベテラン勢全員が彼
らに続く活躍を見せ、男女とも
に総合優勝という金字塔を打ち
立てました。

各大学・学校クラブ・サークル
愛媛大学

二松学舎大学

北海道大学

中央大学

ニューインターナショナルスクール

朝鮮大学

広島修道大学

室蘭工業大学

日本大学

西東京朝鮮第一初中級学校

東京農工大学

首都大学東京

神戸大学

東京朝鮮中高級学校

西東京朝鮮第二初級学校

広島大学体育会
（西条）

富山大学

東京学芸大学

東京朝鮮第二初級学校

東京朝鮮第四初中級学校

松山大学

京都精華大学

東京工科大学

川崎朝鮮初級学校

ベテラン男子シルバークラスMVP
田部 勝巳選手

ベテラン女子ゴールドクラスMVP
椿 順子選手

【ジュニア】

男子団体トゥル

第3位 日本チーム

第3位 日本チーム

優勝
準優勝
優勝
優勝
準優勝
準優勝

