
- 1 -

２０１６年度 日本テコンドー協会 敢闘賞

日本テコンドー協会

会 長 河 明生

日本テコンドー協会（ＪＴＡ）は、

２０１６年度（２０１５年１２月～２０１６年１１月）公式戦において

優勝した選手の中、最も敢闘した模範的な蹴士の克己と努力を高く評価し敢闘賞を授与する。

敢闘賞受賞者は、蹴美指数に応じた地域ごとの敢闘賞慰労会（会費無料）に参加することができる。

記

Ⅰ、選考基準

一、全国最優秀敢闘賞

１，受賞の別

①一般・壮年・大学生の有段者 １名

ただし、 少年少女部や高校生選手が全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会の

男・女Ａ級組手またはＡ級蹴武型で優勝した場合は受賞対象者となる。

②少年少女部・高校生 １名

２，基準

１）優勝回数

①一般・壮年・大学生 ４大会以上出場し、優勝が最も多い（最低５種目以上）有段者とする。

②少年少女部・高校生 ４大会以上出場し、優勝が最も多い（最低５種目以上）有段者とする。

２）蹴美指数１０以上を基準とする。

①公式戦一部における優勝は、１種目あたり蹴美指数２とする。

その他は蹴美指数１とする

②全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会における優勝は１種目あたり蹴美指数３とする。

３）全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会の正式種目（個人または団体戦）における優勝

二、地域敢闘賞

１，受賞の別

①一般・壮年・大学生 若干名

②少年少女部・高校生 若干名

２，優勝回数

①一般・壮年・大学生 ３大会以上出場し、優勝３種目以上の非有段者（２０１６年１１月当時）とする。

②少年少女部・高校生 ３大会以上出場し、優勝３種目以上の有段者または有級者とする。

３，蹴美指数４以上を基準とする。

①公式戦一部における優勝は、１種目あたり蹴美指数２とする。

それ以外は１種目あたり蹴美指数１とする。

②少年少女部・高校生の有段者の場合

全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会における優勝は１種目あたり蹴美指数３とする。
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Ⅱ，全国最優秀敢闘賞

一般・壮年・大学生の有段者

福島良菜（福岡筑紫野テコンドークラブ） 中学生女子 蹴美指数１４

写真（後日公開）

第１２回岡山県テコンドー選手権大会 三部女子組手 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 一部蹴武型団体戦 優勝
第５回福岡県テコンドー選手権大会 一部中学生女子組手 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 蹴武型Ａ級 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 中学生女子組手 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 団体戦型 優勝

少年少女部・高校生

森 慎治（福岡筑紫野テコンドークラブ） 蹴美指数１１

写真（後日公開）

第７回九州テコンドー選手権大会 一部蹴武型 優勝
第７回九州テコンドー選手権大会 一部小学生男子組手甲 優勝
第５回福岡県テコンドー選手権大会 一部蹴武型 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 一部蹴武型団体戦 優勝

第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 団体戦型 優勝
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福島宏青（福岡筑紫野テコンドークラブ） 蹴美指数１１

写真（後日公開）

第７回九州テコンドー選手権大会 一部少年少女蹴武型 優勝
第５回長崎県テコンドー選手権大会 一部蹴武型 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 一部男子中学生軽量級組手 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 一部蹴武型団体戦 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 団体戦型 優勝

次点 前根奏子（横浜市立大学体育会テコンドー部） 大学生 蹴美指数１４

第１８回関東テコンドー選手権大会 一部女子組手 無差別級 優勝

第１８回関東テコンドー選手権大会 一部型 優勝

第１４回関西テコンドー選手権大会 一部女子組手 無差別級 優勝

第１４回関西テコンドー選手権大会 一部型女子Ａ級 優勝

第１９回東京都テコンドー選手権大会 一部型 優勝

第２８回全日本大学テコンドー選手権大会 一部女子 優勝

第２８回全日本大学テコンドー選手権大会 一部型 優勝

二，地域敢闘賞
１，関東

第１位 中道孝汰（東京城南テコンドークラブ） 小学生 蹴美指数８

写真（後日公開）

第１９回東京都テコンドー選手権大会 少年部甲 組手 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 小学生 型 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 一部男子小学生組手 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 二部蹴武型団体戦 優勝

第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 小学生男子組手 優勝
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第２位 高橋英秀（川崎テコンドークラブ） 小学生 蹴美指数８

写真（後日公開）

第２７回神奈川県テコンドー選手権大会 少年部乙組手 優勝
第２７回神奈川県テコンドー選手権大会 小学生低学年 蹴武型 優勝
第１８回関東テコンドー選手権大会 三部小学生低学年 型 優勝
第１９回東京都テコンドー選手権大会 少年部乙 組手 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 四部少年少女部型 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 二部蹴武型団体戦 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 少年組手乙 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 小学生高学年型 優勝

第３位 青木隼人（東京江東テコンドークラブ） 中学生 蹴美指数６

写真（後日公開）

第１８回関東テコンドー選手権大会 一部少年部 組手 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 一部 型 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 一部少年部 中量級組手 優勝

第４位 武田龍倭（東京城南テコンドークラブ） 小学生 蹴美指数５

写真（後日公開）

第２７回神奈川県テコンドー選手権大会 小学生高学年 蹴武型 優勝
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第１８回関東テコンドー選手権大会 四部少年部甲 組手 優勝
第１８回関東テコンドー選手権大会 三部小学生高学年 型 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 二部蹴武型団体戦 優勝
第２回湘南テコンドー選手権大会 少年組手甲 優勝

２，中部

伊藤岳陽 （名古屋天白テコンドークラブ） 高校生 蹴美指数６

写真（後日公開）

第１２回愛知県テコンドー選手権大会 二部組手 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 一部男子高校生組手 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 高校生組手 優勝

３，関西
根該当者なし

次点 本多 尊（彦根テコンドークラブ） 中学生 蹴美指数５

第１４回関西テコンドー選手権大会 一部男子中学生中量級組手 優勝

第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 中学生中量級組手 優勝

４，中国

森啓史朗（岡山大学体育会テコンドー部） 蹴美指数４

写真（後日公開）

第１２回岡山県テコンドー選手権大会 三部型 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 二部軽量級 優勝
第２８回全日本大学テコンドー選手権大会 組手団体戦 優勝
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第２８回全日本大学テコンドー選手権大会 二部型 優勝

西田 匠（岡山大学体育会テコンドー部） 蹴美指数４

写真（後日公開）

第１２回高知県テコンドー選手権大会 二部組手 優勝
第１４回関西テコンドー選手権大会 二部男子中量級 優勝
第６回ＪＴＡ団体対抗戦 組手団体戦 優勝
第２８回全日本大学テコンドー選手権大会 二部中量級 優勝

５，四国

小松孝太郎（高知安芸テコンドークラブ） 蹴美指数４

写真（後日公開）

第９回四国テコンドー選手権大会 少年少女型Ｂ級 優勝
第９回四国テコンドー選手権大会 少年組手Ｃ級 優勝
第１２回高知県テコンドー選手権大会 少年組手中量級 優勝
第１２回高知県テコンドー選手権大会 小学生高学年型 優勝

６、九州

第１位 斉藤未有（福岡筑紫野テコンドークラブ） 中学生女子 蹴美指数５

写真（後日公開）
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第５回佐賀県テコンドー選手権大会 二部型 優勝
第５回佐賀県テコンドー選手権大会 中学生女子組手 優勝
第２７回全日本フルコンタクトテコンドー選手権大会 少年少女部型 優勝

第２位 長濱聖英（長崎佐世保テコンドークラブ） 中学生男子 蹴美指数５

写真（後日公開）

第５回佐賀県テコンドー選手権大会 三部組手 優勝
第５回福岡県テコンドー選手権大会 一部少年少女型 優勝
第５回福岡県テコンドー選手権大会 一部中学生組手 優勝


