
明治大学体同連テコンドー部 

前期行動報告書 

 

 
明治大学体同連テコンドー部の上半期（2011 年 4 月 1 日から 2011 年 11 月 20 日）の 

諸活動・行動について報告致します。 

 

 

 

項 

１． 練習体制についての報告 

２． 平成 23 年度前期の主要行事等の報告 

３． 大会報告 

４． 新歓活動・新歓合宿 

５． 四大飲み会（創立記念パーティー、前期納会） 

６． 昇段・昇級審査 

７． 夏季強化合宿 

８． 生明祭 

９． 演武 

 

 



 

 

１．練習体制についての報告 

A）練習日及び時間 

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

内容 通常練習 強化練習 和泉練習 通常練習 和泉練習 通常練習 

時間 

18:00 

~ 

21:00 

18:00 

~ 

21:00 

18:00 

~ 

21:00 

18:00 

~ 

21:00 

18:00 

~ 

21:00 

14:00 

~ 

16:00 

場所 道場 道場 

イースト 

スポーツルーム

３３ 

道場 

イースト 

スポーツルーム

３３ 

体育館 

 

B）夏季休業中（8 月 1 日から 9 月 19 日まで）の練習 

  夏季休業中は下記の時間帯で練習を行いました。 

曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

内容 通常練習 強化練習 和泉練習 通常練習 和泉練習 通常練習 

時間 

10:00 

~ 

13:00 

18:00 

~ 

21:00 

10:00 

~ 

13:00 

10:00 

~ 

13:00 

18:00 

~ 

21:00 

14:00 

~ 

16:00 

場所 道場 道場 

イースト 

スポーツルーム

３３ 

道場 

イースト 

スポーツルーム

３３ 

体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．平成 23 年度前期の主要行事等の報告 

 行事等行動内容 

4 月 新歓活動・新歓演武 

5 月 新歓合宿 

6 月 
創立記念パーティー 

第 3 回愛媛オープンテコンドー選手権大会  

7 月 演武（高津スポーツセンター） 

8 月 

前期納会 

2011 ヨンソンテコンドー千葉オープン大会  

昇級昇段審査  

大東合同練習  

夏季強化合宿  

9 月 
第 5 回全日本テコンドー選手権大会東日本地区大会  

遊び合宿  

10 月 

炫武館合宿  

演武（第 34 回多摩区民祭）  

MUT 対抗戦  

演武（第 41 回のぼりとわくわくナイトバザール）  

11 月 

演武（明大祭） 

昇級昇段審査 

生明祭 

OB 総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．大会報告 

A）第 3 回愛媛オープンテコンドー選手権大会  

 6 月 26 日（日）、愛媛県立新居浜南高校体育館にて第 3 回愛媛オープンテ

コンドー選手権大会が行われました。明治大学からは男子８名、女子３

名が出場しました。大会成績は全員が入賞し内５人は優勝を果たしまし

た。  

会場が明大カラー一色に染まるような非常に盛り上がった大会となりま

した。  

 

『大会結果』 

一般男子初級 -58kg 級  増井  嵩文  優勝 

一般男子初級 -58kg 級  保田  侑亮  準優勝 

一般男子初級 -58kg 級  松本  裕一  第三位 

一般男子初級 -68kg 級  小屋  元輝  優勝 

一般男子初級 -68kg 級  三宅  清史  準優勝 

一般男子上級 -58kg 級  矢吹  優人  優勝 

一般男子上級 -58kg 級  前田  直紀  第三位 

一般男子上級 -68kg 級  上田  竜平  第三位 

一般女子上級 -49kg 級  諸星  成美  第三位 

一般女子上級 -57kg 級  池原  悠紀子  優勝 

一般男子無差別級  

サドンデスマッチ  

前田  直紀  優勝 

一般男子無差別級  

サドンデスマッチ  

諸星  成美  第三位 

 

 

 

B）2011 ヨンソンテコンドー千葉オープン大会  

 8 月 13 日（土）、千葉県船橋アリーナにて 2011 ヨンソンテコンドー千葉

オープン大会が行われました。明治大学からは男子１０名、女子５名が

出場しました。大会成績は１０名が入賞しました。  

全日本学生選手権に向けて各々自分の強み弱みを確認することができた

大会となりました。  

 



『大会結果』 

一般男子初級 -54kg 級  新島  翔志  優勝 

一般男子上級 -54kg 級  布留川  拓也  第三位 

一般男子上級 -54kg 級  伊藤  大地  第三位 

一般男子上級 -58kg 級  矢吹  優人  準優勝 

一般男子上級 -58kg 級  保田  侑亮  第三位 

一般男子上級 -58kg 級  林  大貴  第三位 

一般男子上級 -63kg 級  上田  竜平  準優勝 

一般男子上級 -74kg 級  平尾  侑也  第三位 

一般女子上級 -53～ 57kg 級  定村  美幸  準優勝 

一般女子上級 -53～ 57kg 級  池原  悠紀子  第三位 

 

 

C）第 5 回全日本テコンドー選手権大会東日本地区大会  

 9 月 18 日（土）、愛知県農協体育館にて第 5 回全日本テコンドー選手権大

会東日本地区大会が行われました。明治大学からは男子８名、女子６名

が出場しました。大会成績は８名が入賞し全日本テコンドー選手権大会

への切符を手に入れました。  

 

『大会結果』 

男子 -54kg 級  布留川  拓也  第三位 

男子 -58kg 級  前田  直紀  優勝 

男子 -63kg 級  上田  竜平  準優勝 

男子 -74kg 級  金  道燁  準優勝 

男子 -87kg 級  原田  大資  第三位 

女子 -49kg 級  諸星  成美  第三位 

女子 -53kg 級  定村  美幸  優勝 

女子 -62kg 級  梶原  幸  優勝 

 

D）第 5 回全日本学生テコンドー選手権大会  

 12 月 4 日（日）、駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場にて第 5

回全日本学生テコンドー選手権大会が行われました。明治大学からは男

子 19 名、女子 7 名が出場しました。大会成績は、優勝者は出なかったも

のの 12 名の選手が入賞し団体総合優勝を果たしました。  

団体総合優勝は歴代初の快挙であり明治大学テコンドー部の歴史に残る

大会となりました。  



 

『大会結果』 

男子 -54kg 級  前田  直紀  準優勝 

男子 -58kg 級  矢吹  優人  準優勝 

男子 -58kg 級  保田  侑亮  第三位 

男子 -74kg 級  金  道燁  第三位 

男子 -80kg 級  庄田  樹  第三位 

男子 -87kg 級  原田  大資  準優勝 

男子 +87kg 級  藤田  大貴  準優勝 

女子 -49kg 級  諸 星  成 美  準優勝 

女子 -53kg 級  定村  美幸  準優勝 

女子 -53kg 級  藤本  麻里  第三位 

女子 -57kg 級  池原  悠紀子  準優勝 

女子 -62kg･-67kg 合同級  梶原  幸  準優勝 

 

 

E）第 15 回南関東テコンドー選手権大会  

 12 月 17 日（土）、横浜文化体育館にて第 15 回南関東テコンドー選手権大

会が行われました。明治大学からはプムセ部門で５名、キョルギ部門で  

９名出場しました。大会成績はプムセ部門で１名入賞、キョルギ部門で

６名入賞という結果となりました。また団体戦で男子、女子ともに入賞

を果たしました。  

『大会結果』 

男子 -54kg 級  前田  直紀  第三位 

男子 -74kg 級  東  広大  準優勝 

男子 -80kg 級  藤田  大貴  第三位 

一般女子 A 諸星  成美  第三位 

一般女子 B 池原  悠紀子  準優勝 

一般女子 B 石和  朋恵  第三位 

団体戦男子  「さだむら親衛隊」  第三位 

団体戦女子  
「豆乳チゲ」＆  

「てこん軒」  
準優勝 

プムセ部門  梶原  幸  第三位 

 

 



４．新歓活動・新歓合宿 

  2011年度も新入生部員獲得のため、新歓活動を行いました。今年度の新歓は震災の影

響の為時期が４月下旬にずれ込み、外にブースを設営しての新歓活動は中止となりました。

しかし学生課との交渉の結果、道場を使わせて頂けることにな道場を拠点として新歓活動

を進めました。主な活動としては、3回の新歓コンパと、生田校舎道場での演武、新歓合宿

でした。活動を円滑かつ全体がまとまって行動できるように指揮を執る２年生の新歓総幹

事とそれを監査する３年生を中心に、各コンパの企画・運営を行うコンパ幹事、勧誘活動

に使うビラやポスターを作成する宣伝幹事、和泉校舎での情報収集と現場指揮を行う和泉

幹事、生田・和泉での演武の指揮を執る演武幹事、新歓合宿の準備・企画をする新歓合宿

幹事と役割を分担し、情報伝達に注意し効率よく新歓活動を行いました。 

 

活動の報告としては、演武は生田の道場で４月２７日２８日の２回、コンパは生田で４月

２８日、和泉で４月２９日、生田和泉合同で５月７日の計３回、新歓合宿は５月２１日～

５月２２日の日程で行い、いずれもたくさんの新入生が参加してくれたのでテコンドー部

の良さを存分に伝える事が出来ました。その結果として計２６名（生田１５名和泉８名マ

ネージャー３名）の新１年生が入部してくれました。 

 

５．四大飲み会（創立記念パーティー、前期納会） 

  A）創立記念パーティー 

   ６月４日、テコンドー部の創立記念を祝ったパーティーが行われました。テコンド

ー部創立記念日は6 月2 日ですが、6 月2 日が平日だったためこのような日程となりまし

た。当日は皆フォーマルな服装で集まり、１８時から２１時の３時間、新宿の「Party space 

ace」の会場を貸し切ってパーティーが行われました。創部９年目を迎え、参加者数約１０

０名で盛大にお祝いすることができました。 

会のなかでは、山下師範・齊藤監督・大内名誉部長・岩本初代主将・矢吹七代目主将から

それぞれ挨拶があり、テコンドー部の歴史を振り返ると同時にこれからの益々の飛躍を願

う時間となりました。さらに、スライドを使った各代紹介イベントや七代目幹部から行動

計画の発表が行われ、明治大学体同連テコンドー部の一員として参加者全員が気持ちを共

有し、９年目の新たなスタートを切る素晴らしい会となりました。 

  B）前期納会 

  ８月１日、前期納会が下北沢の「土間土間」にて行われました。納会ということでし

たがフォーマルな服装は廃止し全員タンクトップに短パン、サングラスという格好で

臨み18 時から21 時までの3 時間、前期活動を納めました。1 次会では誕生日会も行われ、

皆でお祝いをするとともに、学年を越えた交流が行われました。2 次会は昨年同様学年会

とし、各学年違った場所で集まり同学年での交流を深めました。これからのテコンドー部

の活動にさらなる活気、結束をもたらす納会となりました。 



 

 

６．昇段・昇級審査 

  4 月 30 日（土）、明治大学生田キャンパス体育館にて昇段・昇級審査が行われ

ました。今回の昇級審査で 19 名の部員が昇級を果たしました。震災の影響で新

歓時期に審査を行うことになりましたが無事全員昇級を果たしました。その後

は新宿で打ち上げを行い浅草道場の方々との交流をより深いものにしました。  

 

  8 月 20 日（土）、明大生田キャンパス体育館にて昇段・昇級審査が行われま

した。今回の昇級審査で 39 名の部員が昇級、6 代目副主将の前田直紀が初段に

昇段を果たしました。その後は新宿で打ち上げを行い浅草道場の方々との交流

をより深いものにしました。  

 

 11 月 5 日（土）、社会教育センターにて昇段・昇級審査が行われました。今回

の昇級審査で 13 名が昇級、7 代目主将の矢吹優人が初段に昇段を果たしました。 

 

７．夏季強化合宿 

 8 月 30 日（火）から 9 月 4 日（日）に山梨県南都留郡の『リゾートイン愛』にて、

5 泊 6 日の夏季強化合宿を行いました。  

 初日～３日目までは主にゲストとして来ていただいた網野瑛祐さんに練習を

仕切って頂き、構え・ステップ等の基礎的な事からコンビネーション・シュミ

レーション等の応用まで非常に密度の濃い練習を行いました。  

 ４日目からは防具蹴り・ステキョル・シュミレーションなどの実践を意識し

た練習を行い、５日目には恒例のキョルギ大会が行われ合宿の集大成を発揮し

ました。最終日にはキョルギ大会の残り、演武のリハーサルを午前に行いまし

た。  

 合宿中に学生選手権大会についてのミーティングを何度も行い部員全員の心

を一つにすることができました。部員一人一人の考えを知ることができテコン

ドー部の絆がより一層強くなったと感じました。テコンドー部全体として大き

く成長でき非常に有意義な合宿となりました。  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

８．生明祭 

２０１１年度も部全体の交流を深めるために、１１月１８～２０日に、生明祭に出店し

ました。今年度も二年生の総幹事、一年生の総幹事、調理を取り仕切る調理幹事、全体の

お金を管理する会計幹事、商品のアピールのポスターを作製する宣伝幹事、レンタル器材

の管理や出店のアピールの看板を作製する施設幹事、演武の企画や練習を取り仕切る一・

二年生の演武幹事をそれぞれ6 月中までに決定しました。二年生と一年生の総幹事は5 月

下旬から生明祭ガイダンスに出席し、重要なことをその都度部全体に報告して全体が活動

できるようにし、その他の幹事とも、随時話し合いをして活動していました。 

販売する商品の試作会夏休み中に何度か行い、夏季強化合宿中に販売する商品を『マンド

ゥ』に決定し、その後も試作会を行い、どの様な販売形式にするか、宣伝文句は何にする

か等を話し合いました。 

幹事が決まってから月２・３回のペースで幹部と総幹事が話し合い、着々と生明祭に向

けて団結力を深めていきました。 

今年の生明祭も、去年同様利益重視で行く事に目標を設定しました。結果的に『マンドゥ』

はなかなかの売れ行きを見せ、楽しく活動を行う事が出来、部の結束がより深いものにな

りました。 

 

１０． 演武 

今年度は以下の会場で演武を行いました。 

 ・高津スポーツセンター（７月３１日） 

 ・第３４回多摩区民祭（１０月２２日） 

 ・第 41 回のぼりとわくわくナイトバザール（１０月２９日）  

 ・明大祭（１１月５日） 

 ・生明祭（１１月１９日） 

演武幹事：林、原田、石和(伊藤) 

出演者：全員（強制） 

司会：町田、横内、小野  

 

今年度は例年の倍近く演武公演を行いました。 

高津スポーツセンターでは演武の他にテコンドー教室も行い、多くの子供が集まりテコ

ンドーの蹴りを教えたり実際に防具を蹴ってもらうなどして交流しました。地域との交流

を深めるとともに多くの人にテコンドーの魅力を伝えることができました。 

多摩区民祭は例年と同様に生田緑地で行われました。準備不足に重ね悪天候だったこと



もあり、最悪のクオリティでした。たくさんの課題が見つかり身を引きしめなおす良い機

会となりました。 

第41回のぼりとわくわくナイトバザールは本所部長から直接話を頂き出演さ

せて頂きました。多摩区民祭の反省もあってか大きいミスをすることもなく登

戸商店街をもりあげることができました。 

 明大祭では昼と夜の２回出演しました。客の多さに圧倒されつつも会場を盛り上げるこ

とはできましたが、技の難易度より客を盛り上げる魅せ方を研究する必要性を感じた演武

となりました。 

 生明祭は生憎の悪天候で演武は中止となりました。 


