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■養正館最近の主な戦績
◆養正館2014年全少大会結果
12人出場／７名入賞
（前年は10人出場／５名入賞）
１年女子形／準優勝・望月結以
２年男子形／準優勝・熊谷　駿
３年女子形／準優勝・倉岡穂乃花
３年女子形／５位・江藤凪沙
６年女子形／３位・川人つぐみ
２年男子組手／５位・山本善太
２年女子組手／５位・阿部日葵

◆養正館出身土屋詩央
　（静岡北中学校３年）戦績
2013年：はまなす杯／個人組手３位
2013年：全中／団体組手準優勝
2014年：はまなす杯／個人組手３位
2014年：ナショナルチーム入り

2014年：全中／個人組手準優勝、全
中／団体組手（静岡北中チーム）　優勝
2014年：アジア大会／個人組手銀メ
ダル（マレーシア・ジュニア＆カデット）
（2015年静岡北高進学予定）

◆2014年錬成大会
小学１・２年　鴻志会養正館チーム　
優良賞（２位）

■プロフィール
渡辺貴斗
（わたなべ・たかと）
1968年生まれ。７歳から父であ
る館長から厳しく空手の手ほどき
を受ける。東大大学院博士号を取
得し、東大に研究者として勤務。
後、先代が病気となったことから
一大決心をして、養正館を継ぐ。
持ち前の研究魂から道場経営でも
創意工夫の結果、一道場で 300
名と大躍進。

日本空手道鴻志会空手道場養正館
静岡県沼津市本田町11-12

33 歳で空手道場を先代から引き継いだはいいが、競技空手の知識は０（ゼロ）。どんな大会に出て
も道場生全員１回戦敗退。それが養正館のスタートだった。こんなことで道場経営ができるのか。
渡辺館長が悩みに悩んだ末にたどり着いたのが、DVD「競技の達人」シリーズだった。
自分に欠けているのはこれだ！　持ち前の分析能力で、DVD「競技の達人」シリーズを徹底的に分析・
研究し、自分の道場の練習体系ヘと昇華させた。

進化し続ける奇跡の道場
「養正館」
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晴久先生の指導の下、「戦術」「試
合の組み立て」を学び、１年目にし
ていきなり、はまなす杯で３位、そ
の後の快進撃につながっていった。
完全に無名の選手が、１年で全国
３位まで達し、ついには、2014年
アジア大会個人組手で銀メダル獲
得という快挙をも成し遂げた。「形
の養正館」から「形も組手も強い
養正館」に一変した。
　実は、養正館の組手の強さは突
然変異ではない。土屋が小学生の
頃、既に養正館の子どもたちの身
体能力・組手技術は高かったのだ。
だが、試合での戦術を教えられる
指導者がおらず、戦い方が分から
なかったのだ。
　ここまで書くと、養正館には指
導者が大勢いて組織立った練習を
していると想像されるが、実状は
渡辺館長一人で指導、そしてマネー
ジャー的役割を果たす奥様と二人
三脚でやってきた。しかも、300
名もいるので道場生が道場で練習
出来るのは基本的に週に２日、と
いうから、にわかには信じ難い。
　このように年々進化している養
正館の強さの秘密がどこにあるの
か？　渡辺貴斗氏にインタビュー
を敢行した。

ＤＶＤ・月井新「競技の達人」
シリーズに出会えた 

編集部：月井新先生を師と仰いで
いるとのことですが、月井先生の
道場で学ばれたことは無いとお聞
きしましたが…？

　そうです。私の空手の師は父で
すし、月井先生の道場とは無縁で

インタビュー Interview
渡辺貴斗館長

「全少」12人出場し、
入賞者７名を出す道場！

　昨年の「第14回全少大会」に
おいて、一道場で12人出場し、入
賞者７名輩出、というとんでもない
道場が現れた。静岡県沼津市の「養
正館」だ。特に、２日目の優勝を
決める形競技決勝コートに、なん
と３名が立つという快挙をなしと
げた。
　正式には、「日本空手道鴻志会空
手道場養正館」、道場生は約300
名。館長の渡辺貴斗氏は、二代目
の館長だが道場経営の経験はまだ
14年、46歳という若さだ。
　ただし、この結果は、決して偶
然でも運が良かったというもので
もない。渡辺館長の類い希な分析
力と分析から生まれた理論、そし
てその理論を実行に移す実践力に
裏付けされたものなのである。年
を追う毎に確実に成果を積み重ね
ている道場だ。

道場で週に２日の練習で
全少出場！

　静岡県内の小学生の大会で「形
の道場」として注目され始めた養
正館が、ここ２、３年には組手で
も結果を出して来た。第12回全少
大会までの入賞者は全て形選手で
あった。だが、第13回大会の入賞
者５人のうち１人が組手選手、第
14回では入賞者７人のうち２人が
組手選手、と組手でも結果を出し
始めている。
　さらに注目したいのが、静岡北
中に進み組手選手としてJr. ナショ
ナルに選出された「土屋詩央」が、
養正館出身なのだが、驚くことに
全少に一度も出場すらしていない。
しかし、静岡北中に進学し、高橋

す。しかし、直接の弟子ではない
のですが、自分では月井先生の弟
子のつもりでいるんです。

編集部：詳しくお聞かせいただけ
ますか？

　大学・大学院と進み、空手とは
全く無縁の研究者の道を歩んでい
たのですが、14年前（2001年）、
父が病気で倒れたのをきっかけに、
父の町道場を継ぐため、東京から
沼津に戻ってきました。しかし、当
時の私は競技空手が全く分からず、
子供たちを試合に出しても全員一
回戦負けして、保護者の前で、い
つも穴があったら入りたい思いで
いました。
　そんな折、ちょうど良いタイミン
グで『JKFan』の創刊があり、さ
らに月井先生の「競技の達人」シ
リーズが次々にＤＶＤ化されていき
ました。
　そのころ、東京で何度かクリス
マス時期に合宿セミナーが企画さ
れ、そこで月井先生に直接指導し
ていただき、新しい世界を知りまし
た。セミナーの夜には、月井先生
が大量のビールを準備しておいて
くださって、受講者とともに、「重
心とは？脱力とは？」など、アカデ
ミックな話に花を咲かせました。
　当時『JKFan』に掲載されてい
た「形分解」に加え、月井先生の
セミナーで知った「抜き・脱力」「重
心」「肩甲骨」「股関節」の使い方、
DVD「競技の達人」シリーズの練
習体系が、私の空手に関する認識
を完全に一新してくれたのです。
月井先生の「競技の達人」シリー
ズが無かったら今の私は存在して
いません。そんな意味で月井先生
を師と仰いでいると公言している
のです。
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「競技の達人ノート」を徹底
してまとめる

編集部：そういうことだったんです
ね。月井先生のＤＶＤをどのように
役立てられたのか具体的にお話い
ただけますか。

　月井先生のＤＶＤを初めて観た
とき、モデルとして登場する隼南さ
んや小次郎君の動きに大変驚かさ
れました。この動きを作るためには
この練習が必要なんだとDVDを真
似ました。しかし、最初は、「この
練習は使えそう。でもこれは不要
だな」と自分で勝手に練習メニュー
を取捨選択して、必要と思ったも
のだけを取り入れていきました。
　みるみる子どもたちの動きが変
わりましたが、いまひとつ試合で
成果が出ません。そのあと、いろ
いろもがいて回り道をしましたが、
結局、月井先生の生徒さん達の全
国レベルでの試合結果を見て、「や
はり月井先生を信じて、ＤＶＤ全て
のメニューを忠実に養正館でも再
現しよう」と決意しました。そうす
れば、きっと月井先生の道場の子
供たちのような動きができるはず
だと思い、ＤＶＤを見、一時停止
しながらイラストを入れたりして、
ＤＶＤ全てを噛み砕きながら、莫
大な時間がかかりましたが「競技
の達人ノート」と名付けたノートに
まとめ上げました。「競技の達人」

は使えず、面倒ですが、一度自分
の言葉でノートなどにまとめ直す
ことで、練習の本質が理解できて
いきます。その練習は何のために
やるのかを、つまり練習の目的を、
指導者がよく理解しないで子ども
にやらせても適切なアドバイスは
できません。
　理論は構築出来ましたが、困っ
たのは、隼南さんや小次郎君のよ
うな動きを、子供たちの前で私が
見本として再現できないということ
でした。恥ずかしい話ですが、私
は股関節が硬く、あまり足も上が
りません。子供達には最高の動き
を見せて、その動きに少しでも近
づこうとイメージさせることが大事
です。

プロジェクターの利用

編集部：つまり、必要なときに必
要な部分を生徒さんにDVDを観せ
ていったわけですね。

　そうです。でもここに大きな秘
密があるのですが、DVDをテレビ
で観せても子どもたちにはあまり
実感できません。そこで考えたの
がＤＶＤが再生できるプロジェク
ター（写真３）と大型スクリーンを
道場に設置することでした。大型
スクリーンに再生できるようにな
り、いつでも隼南さんや小次郎君
の等身大の見本が見られるように
なりました（写真４）。隼南さんや
小次郎君は嫌がらずに、何度も何
度も見本を見せてくれるわけです

ＤＶＤ全11巻と月井セミナーＤＶ
Ｄ全３巻も含め、このノートはそれ
からの養正館の練習メニューの中
心となっていきました（写真１）。
　ただ、ＤＶＤを見るだけでなく、
内容を一度ノートに書きだし、清
書しながらまとめなおすことで、自
分でもよく消化でき、血や肉になっ
ていったのだと思います。さらに
最近では、競技の達人全11巻と
セミナーＤＶＤ全３巻において、同
種の練習方法が散在しているもの
を同じ練習グループごとにまとめ
直し、系統立てて箇条書きにまと
め、道場に貼ってルーチンの練習
として取り入れています（写真２）。
たとえば、「５ステップス」、「蹴り
体操」、「サイドラン」、「ステップマ
スター」などがこれに相当します。
これらは、月井先生が競技の達人
ＤＶＤで紹介されたあと、セミナー
ＤＶＤにも進化版として再出したも
ので、現場で使うために実践カテ
ゴリー毎にまとめ直す必要があり
ました。

編集部：月井先生のDVD全巻を
徹底的に研究し、先生の道場で実
践するための工夫をしたということ
ですね。

　そうです。一般にセミナーＤＶＤ
などは、一回見ただけでは稽古に

「競技の達人」Ｄ
ＶＤ全 11 巻と
月井セミナーＤ
ＶＤ全３巻を来
る日も来る日も
分析・研究し「競
技の達人ノート」
として産み落と
された。

天井に設置された、ＤＶＤが再生できるプロ
ジェクター。

写真１

「競技の達人」ＤＶＤと
月井セミナーＤＶＤの練
習をグループ毎にまとめ
直し、系統立てて箇条書
きにまとめ、道場に貼っ
てルーチンの練習として
取り入れている。

写真２

写真３
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（笑）。
　これで、子供たちの動きは驚異
的に改善され、隼南さんや小次郎
君に引けを取らないような動きをす
る子も現れるようになり、大変興
奮したことを覚えています。今で
は、その子たちが、見本を見せら
れるようになったので、このような
使い方でのプロジェクターの活躍
する機会は徐々に減りました。で
も、その後チャンプさんから次々に
良質なセミナーＤＶＤが発売され、
道場での練習メニューに困りませ
ん、というより日々消化しきれない
くらいです（写真５）。

編集部：このように揃えていただ
いたこと、ありがとうございます。
映像部の者たちに伝えれば感動す
ると思います。

　こちらこそこのように廉価で素
晴らしいテキストを作ってくださっ
て感謝しています。ただ、私たち
指導者にとって大事な事は、この
ような良質なテキストをうまく利用

等身大に映し出すことで、子ども達は実感し、
真似ることができる。

チャンプから
発売されたあ
ら ゆ る DVD
を研究し尽く
している。

写真５

写真４ できるかどうかによります。一回「見
た」だけではだめで、何度か「観る」、
それでも不十分で、観ながら自分
の言葉でまとめる作業をし、人に
説明できるくらいになって初めて
完全に理解できたと言えると思い
ます。難しい動きには、さらに簡単
な段階をオリジナルでひとつ加え
て、子供達がすんなりメニューを
こなせるようにします。月井ＤＶＤ
は練習方法の順序まで親切に作っ
てくれてありますが、幼稚園児な
どには難しいことがあります。

「形に結果が出て、次は組手」

編集部：「競技の達人」のDVDは
組手競技用に構成されていると思
いますが、全少では形競技で結果
を出しておられることに違和感を
感じましたが、この点はいかがで
しょう？

　確かに、とっかかりは組手指導
の技術がゼロの状態でしたから、
月井先生のDVDに活路を見出し
たのです。組手で、みるみる子ど
も達の動きが変わりました。さら
に、うれしい副産物というか、「競
技の達人」の練習方法を実践しま
したら、形競技で驚異的な結果が
出始めたのです。月井先生が、空
手は本来「型」の鍛錬が基となっ
ているとおっしゃっておられます
が、「競技の達人」のDVDの原点
はそこにあると実践を通して理解
することができました。自然と空手
本来の動きで形が演武できる身体
能力を獲得していたのです。ＤＶ
Ｄに出てくる「抜き・脱力」などは、
形・組手どちらにも共通する身体
の使い方です。形で結果が出たの
は、クロストレーニング的な効果も
あったと思います。指導者は稽古

時間までに、その準備を怠っては
いけません。しっかり準備すると最
高の稽古ができ、充実感に満たさ
れます。そんなときの子供たちの
眼はいつも輝いています。
　これに関しては、そのあとに私
が約10年かけてのめり込み指導
法として体系付けていった「形競
技の研究」に大きな示唆とヒント
を与えていただいたということを明
言します。

編集部：良く分かりました。そして、
昨年の全少で組手入賞選手を２人
輩出したわけですね。

　組手ではなかなか結果を出せな
いでいましたが、やっと光が見え
てきました。「競技の達人」DVD
では、組手技術とそれを作るため
の方法は完璧ですが、いかんせん
それを実戦に活かす戦術・戦略を
私は持っていませんでした。
　組手技術の高さを証明してくれ
たのが、当館出身の土屋詩央です。
静岡北中で高橋先生に戦術・戦略
を教えていただいたことで、養正
館で培った身体能力を発揮しジュ
ニアのアジア大会で準優勝するこ
とができたのだと思います。
　実は昨年から駒澤大学出身で組
手選手だった「島袋徹一君」を指
導員として迎え入れました。私の
できない部分を彼に補ってもらっ
ています。これからは、組手競技
でも「養正館ここにあり！」を実現
していきます。

編集部：楽しみですね！　話しは
変わりますが、道場での練習が週
２回ということを聞きましたが、と
ても信じることができませんが？

　そうです、どなたからも毎日相
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当厳しい練習をしているんでしょ
う、と言われます。でも、大会が
近づいてくる時期は別ですが道場
での練習は基本的に２回（１回90
分）です。どうしても練習が好きで、
後輩に教えるということで道場に
来る子はいますが、それでもその
子に直接指導することはありませ
ん。
　道場での練習以外は、各自の自
主性に任せています。全少に出場
するような子は、毎日家庭での自
主練習はかかしません。それは強
制するものではありません。ただし、
低学年の内は、保護者の声掛けが
絶対に必要です。しかし、上級生
になったら逆に親の子離れ、子の
親離れが必要で、自立していかな
ければ本当のトップ選手にはなれ
ません。
　技術を教えるのは指導者で、保
護者にはそれ以外のサポートをお
願いしています。特に形選手には、
「日本一になるためのメニュー（写
真６）」と名付けて、月・火・水・木・金・
土・日と曜日ごとに詳細な練習メ
ニューを提供し、こなしてもらって
います。実際、毎日やるかどうかは、
その家庭に任されており、指導者
は一切強制していません。全員が
やっているわけではありませんが、
全少上位入賞者のほとんどはこの
メニューを毎日休むことなく消化し
ています。練習の成果を確認する

のは主にお母さん、休みの日にお
父さんという風です。
　養正館では「ママさんクラス」
があり、ここのママさんは黒帯を
保持している人もいて少年部の指
導を補佐してくれています。「ママ
さん指導員」は、指導者の指導法
を熟知しており、自分の子供さん
に家庭で技術指導ができるという
強みがあります。
　それぞれの道場の方針がありま
すので私の方法が優れているとは
思っていませんが、いずれにしろ
目標をもって自主的に練習に取り
組んだ方が良い結果が出ると信じ
ています。空手を「嫌なもの」に
はしたくないと思っています。

編集部：最後にもう少し「保護者」
と「指導者」との関わりを教えて
ください。

　14年前に道場に戻ってから随分
長い間、ほぼ毎日のように、保護
者からのクレームの電話に悩まさ
れました。「いかにこの親を説得し
て黙らせるか」、「何か気の利いた
アドバイスをして納得させ、早く電

日本一を目指す形選手には、「日本一になるた
めのメニュー」が渡される。

写真６

話を切りたい」と、親を煙に巻くこ
とを主眼に応対していました。そし
て、５年前までの私は、試合に勝
てなく焦ってイライラし、保護者と
もうまくいっていなかったのかもし
れません。しかし、最近では、「こ
の親はモンスターではない。今ま
で自分が気づいてあげられなかっ
た小さな不満の数々が積もって、
今こんな些細なことで爆発したの
だ。全て、気づいてあげられなかっ
た自分の責任だ。まず全部聞いて
あげよう。この人は敵ではなく、養
正館の家族で応援団だ」と、こち
らの意見は話が終わるまで言わず、
とことん聞き役にまわっています。
このように応対するようになってか
ら、電話のあと、お礼を言ってくれ
るまでになりました。苦情が激減
し、ここ２、３年、一件の電話もあ
りません。皆さん道場の良き協力
者となってくれています。

編集部：大変貴重なお話をしてい
ただき、真にありがとうございまし
た。

こちらこそありがとうございました。

指導員として迎え入れられ、子どもたち
に大人気の島袋徹一先生（静岡北高空手
道部から駒澤大学空手道部で学んだ）。

保護者の皆さんは養正館の家族で応援団。ママさん
クラスで指導者に名を連ねるお母さんも多い。

養正館館長、
渡辺貴斗氏の連載スタート

　ご紹介した脅威の道場を作った、渡
辺貴斗氏（養正館館長）の奇跡の快
進撃はとどまる所を知りません。実
は今回ご紹介した他にも養正館の強
さの秘密はまだまだあります。渡辺

氏自らが書き手となり、その秘密を
出し惜しみなく執筆していただくこ
とになりました。（５月号あるいは６
月号スタート予定）
　連載タイトルもまだ決まっていま
せんが、全少・全中選手の関係者には、
「なるほど！」と言っていただける内
容になること必至です。
　渡辺貴斗氏の連載に乞うご期待！


