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全 国空手道 コー チ ク リニ ックの 開催 につい て (案 内)
時下、 日頃 よ り当連盟 へ の ご協力 を賜 り、心 よ り感謝 申 し上 げます。
さて、標題 の件 につ きま して (公 財 )全 空連 よ りご案 内が御座 い ま した。
全 国 の トップ レベ ル の選手 を指導 ・ 育成す る指導者 の資質 向上及 び 情報提供 の機会 を増や し、
指導者 に研鑽 の機会 を提供す る 目的 の ク リニ ックを とな ります。
つ きま しては、傘 下会員 に周知 の上 、参加 対象 の条件 を満 た してい る方 は、期 日までに
受講者本人 が (公 財 )全 空連 まで直接 お 申込 下 さい。
宜 しくお願 い致 します。
記

1.開 催期 日
2.会
場

平成 31年 3月 9日

3月

(土 )〜 10日

(日

)

9日 (土 )

味 の 素 ナ シ ョナル トレー ニ ングセ ンター 内
ア ス リー トヴィ レッジ 2階 小研修室①
〒115‐ 0056 東京都 北 区西 が丘 3‐ 15‐ 1
交通 アクセ ス
JR赤 羽駅西 日よ リバ ス
都 営 三 田線 本蓮沼駅 か ら徒歩 10分
※ 受付 は、ナ シ ョナル トレー ニ ングセ ンター 1階 ロビー にて行 い ます 。
3月 10日 (日 )
日本空手道会館
〒135‐ 8538 東京都 江東 区辰 巳 1‐ 1‐ 20
交通 ア クセ ス
東京 メ トロ有楽町線『 辰 巳駅』 1番 出 口よ り徒歩 5分

3.日

4.参 加対象者
5.参

日程 については、
『 平成 30年 度全国空手道 コーチク リニ ック 実施要項』を
ご確認下 さい。

程

加

参加対象者 については、
『 平成 30年 度全国空手道 コーチク リニ ック 実施要項』
をご確認下 さい。

料 1日 あた り4,000円 (2日 間参カロの場合は 8,000円 )
なお、NTC施 設見学及 がアス リー ト食体験を希望する方は、食事代 として
1,030円 別途お支払い下 さい。

6.申 込方法
①

(公財 )全 空連 のホームページ より『 大会 。講習会 のご案内』か ら『 全国

空手道 コーチク リニ ック』 の『 申込は こちら』をクリックし、必要事項 を
漏れなく入力 し、申込 をする。
② 申込後、参加料 の支払い に関す るメール が届 くので、指定 回座 に参加料 を
振込 し申込手続完了 とな ります。
※ 申込は、Web申 込 のみ とな ります。
※ 納入後 の参加料 の返金は致 しませんので、 ご注意下さい。

7.申 込期限

厳守
平 成 31年 2月 28日 (木 )
※ 定員は両 日ともに 50名 となつてお り、定員にな り次第申込が締め切 られ
ます ので、参加希望者 は早めにお申込下さい。

8.そ の他

講師及びその他連絡事項 は、
『平成 30年 度全国空手道 コーチクリニ ック 実施
要項』をご確認下 さい。

平成３０年度全国空手道コーチクリニック

１．目

的

実施要項

全国のトップレベルの選手を指導・育成する指導者の一層の資質向上を目指す。情報
提供の機会を増やし、指導者に研鑽の機会を提供する。

２．主

催

公益財団法人 全日本空手道連盟

３．日

時

平成３１年 ３月 ９日（土）
・１０日（日）

４．会

場

９日（土） 味の素ナショナルトレーニングセンター内
アスリートビレッジ２階 小研修室①
〒115-0056 東京都北区西が丘３丁目１５− １
※受付はナショナルトレーニングセンター１階ロビーで行います。
１０日（日） 日本空手道会館
〒135-8538 東京都江東区辰巳１－１－２０

５．日

程
3 月 9 日（土）
10:30～12:30

※

12:30～13:00
13:00～13:10
13:10～15:10
15:10～15:30
15:30～17:30

NTC 施設見学＆アス
リート食体験
(希望者のみ)
受付
開講式
セッション①
休憩
セッション②

日

3 月 10 日（日）
8:30～9:00
9:00～10:45
10:45～11:15
11:15～13:00

受付
セッション③
休憩
セッション④

程は多少前後する可能性がありますので、予め
ご了承ください。

６．内容・講師
９日（土） セッション①「目標達成に必要なコーチングフィロソフィー」
講師

全日本ナショナルチーム 男子監督

林

晃

セッション②：
「現役選手・コーチが語る、３分間に凝縮された組手の世界」
進行役

了徳寺大学 准教授

石井 孝法

パネラー

全日本ナショナルチーム

全日本ナショナルチーム

男子組手コーチ

男子組手-84kg 級

今井 謙一

荒賀龍太郎

１０日（日） セッション③：
「最新組手トレーニング」
講師

全日本ナショナルチーム コーチ

セッション④：
「最新組手トレーニング」
講師

全日本ナショナルチーム コーチ

７．参加対象者 次の①～②のいずれかの条件を満たす者。
①各年代の全国大会（全少、全中、インターハイ等）出場レベルの選手を指導する者。
②全日本強化選手（シニア、U21、ジュニア、カデットを含む）の所属する学校及び
団体で指導する者。

８．定

員

両日とも５０名

※会場並びに施設見学の都合上、上限を設けています。

９．参 加 料

１日あたり 4,000 円（2 日間参加の場合は 8,000 円)
※NTC 施設見学＆アスリート食体験を希望する方は、食事代 1,030 円を合わせて
お支払いください。

振込先：みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金 １８４７７４９
ザイ）ゼンニホンカラテドウレンメイ
※参加者の旅費、宿泊費は自己負担となります。
※納入後の参加料は返金いたしません。

10．申込方法

≪申し込みは web 申込のみとなります≫

①全空連ホームページの「大会・講習会のご案内」から「全国空手道コーチクリニック」の
「申込はこちら」をクリックし、必要事項を入力して申込を行ってください。
②申込後、参加料のお支払いに関するメールが届きますので参加料をお支払いいただくと申
込手続き完了となります。
※参加日数によってお支払い金額が変わりますのでご注意ください。
※下記 12．連絡事項を必ずご確認ください。

11．申込期限

平成３１年 ２月２８日（木）
※定員になり次第、申込を締め切ります。

12．連絡事項
・１日目に事前希望者を対象とした「ナショナルトレーニングセンターの施設見学（所要時間約
60 分）とアスリート食体験」を実施いたします。１食 1,030 円（バイキング形式）を参加料と
合わせてお支払いください。
・２日目に参加する者は、実技を行いますので空手着をお持ちください。（１日目は実技のでき
る服装等は必要ありません）自己責任において傷害保険に加入してください。
・会場内および会場周辺での喫煙は禁止いたします。
・会場への車での来場は厳禁です。近隣の有料駐車場をご利用いただくか、公共の交通機関のご
利用にご協力をお願い致します。
・両日ともにビデオ撮影および録音は厳禁です。
・会場内での貴重品、荷物などの盗難・紛失については一切責任を負いかねます。各自で管理を
お願いします。
13．その他
・クリニック参加者の肖像権は、専属的に全日本空手道連盟に帰属します。クリニックの内容（静
止画・映像含む）は JKF 公式ホームページ等で開催報告、告知等により利用されることがありま
すので予めご了承ください。

＊問合わせ先
〒135-8538 東京都江東区辰巳１－１－２０ 公益財団法人 全日本空手道連盟
担当：企画業務課 岡崎 紀創
ＴＥＬ：０３－５５３４－１９５１ ＦＡＸ：０３－５５３４－１９５２
e-mail：okazaki-k-karatedo@japan-sports.or.jp

