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テコンドーとは？
・テコンドーは、韓国（大韓民国) 発祥の“蹴り技”を中心とした武道格闘技です。

・競技人口は、世界で約7000万人

・2000年シドニーオリンピック～現在 オリンピックの正式種目（キョルギ/組手のみ）

※東京オリンピック／パラリンピックでも正式種目決定済み

・2018年インドネシア・ジャカルタアジア競技大会～プムセ競技が正式種目となりました。

過去・現在で活躍してる選手

キョルギ部門（一部）

大阪府出身 岡本依子選手/シドニー五輪銅メダル，北京五輪出場

熊本県出身 樋口清輝選手/シドニー五輪出場

神奈川県出身 笠原江梨香選手/ロンドン五輪 6位入賞，2010年中国・広州アジア競技大会銀メダル

愛知県出身 山田勇磨選手/ 2014年韓国・仁川アジア競技大会銅メダル

佐賀県出身 濱田真由選手/ロンドン五輪 4位入賞，リオデジャネイロ五輪出場，2016年世界選手権大会金メダル（東京オリンピックメダル候補選手）

愛知県出身 山田美諭選手/2018年インドネシア・ジャカルタアジア競技大会銅メダル（東京オリンピックメダル候補選手）etc・・・

プムセ部門（一部）

神奈川県出身 林直美選手/2006年～2010年世界選手権大会出場 2010年世界選手権大会銅メダル

神奈川県出身 梅原麻奈選手／ 2018年インドネシア・ジャカルタアジア競技大会出場 etc・・・

など・・・その他にも様々な方々が、成績を収めております。



テコンドーの主な種目
オリンピック正式種目／キョルギ（組手）

空手とキックボクシングをミックスしたようなスポーツ性の高いフルコンタクト制

の格闘技で、特に足技を重視します。

短時間でかなりのカロリーを消化し、また声を出しながら蹴ることからストレス解

消やダイエットを目的としてサラリーマンやOLも人気があります。

オリンピックでは男女とも体重別の4階級に分かれており、試合時間内に獲得した

ポイント数によって勝敗を決めます。

相手のヘッド，ボディープロテクターへの攻撃がクリーンヒットすることでポイン

トとなります。

主な練習メニュー

・ストレッチ,ウォーミングアップ

・基本ステップ，蹴り，攻撃，防御などの習得

・フィジカルトレーニング（ミット&サーキット）

・スパーリング

・試合，昇級，昇段審査にむけた練習



アジアンゲーム正式種目／テコンドーの基本であるプムセ（型）

足技の美しさを特徴とし、攻防の技を1人で演武するように創られたテコンドーの技術体系

です。

美しさを追求することから主に女性を中心に、そして年齢を問わないことからシニア層にも

人気があります。

各級ごとに演じる型が決まっており、単純な動きから、級が上がるごとに複雑な動きへと、

段階を追って技術を身に付けていけるように構成されているため、昇級，昇段するためには

習得が必要です。

主な練習メニュー

・ストレッチ,ウォーミングアップ

・基本動作，基本蹴り，テコンドー用語の習得

・フィジカルトレーニング（ミット&チューブ）

・試合，昇級，昇段審査にむけた練習

・イベントでのデモンストレーション（演武）練習 など．．．



運動神経回復・成長期に必要な「コーディネーショントレーニング」

コーディネーション能力を、7つの能力に分けて「リズム能力」「バランス能力」

「変換能力」「反応能力」「連結能力」「定位能力」「識別能力」で、これらは運

動神経の発達を促し、スポーツ全般の運動能力に大きく関わるだけでなく、音楽や

ダンス、更にはコミュニケーション力や学習能力にも関連している能力です。

主な練習メニュー

・「しっぽとり鬼ごっこ」

お尻についたしっぽを鬼に捕られないように逃げる

・「ラダー・ミニハードル」

置いてあるラダーやミニハードルにぶつからないように走る

・「叩いてかぶってジャンケンポン」

おもちゃのハンマーとヘルメットをつかったゲーム

など。。。



講師プロフィール
リンクステコンドーアカデミー 代表

阪口 朗 Akira Sakaguchi

テコンドー歴 46年/2020年現在
KUKKIWON 認定6段
アジアテコンドー連合（ATU) 公認コーチライセンス取得

世界テコンドー（WT）公認 国際審判員（キョルギ・プムセ）
国際テコンドーアカデミー認定 教師
(公財)日本オリンピック委員会 ナショナルコーチアカデミー
認定ナショナルコーチ

(一社)全日本テコンドー協会
昇段審査委員会 委員長
昇段審査委員会 関西ブロック長
奈良県テコンドー協会 会長

過去の実績

2001年～2014年
世界テコンドー選手権大会
日本代表チーム コーチ

2003年～2014年
世界ユニバーシアード競技大会

日本代表チーム コーチ

2007年・2011年
北京・ロンドン オリンピック
テコンドー日本代表 支援役員

その他 etc...

1978年
アジア国際親善大会
フェザー級
日本代表 銅メダル

1979年
プレワールドゲーム
フェザー級
日本代表

1981年
プレワールドゲーム
フェザー級
日本代表..

木下 あすか Asuka Kinoshita

テコンドー歴 19年/2020年現在
KUKKIWON 認定5段
世界テコンドー（WT）公認 国際審判（キョルギ／プムセ）
JOC 認定情報・戦略スタッフ
(一社)全日本テコンドー協会 審判委員会 委員

過去の実績
２０１７年

2017 Chuncheon Korea Open Taekwondo Championships 

プムセ（型）U40 １位
第11回 全日本テコンドープムセ選手権 個人U40 1位

２０１８年
World Taekwondo Grand Prix in Taouyen 国際審判員
World Taekwondo Grand slum in Wuxi 国際審判員
（日本人女性初）

２０１９年
第10回 全日本社会人テコンドープムセ選手権U40 １位
WT Presents Cup Oceania Taekwondo championships
プムセ（型）部門 U40 １位
Kim Unyong Cup International Taekwondo Championships
プムセ（型）部門 U40 3位
2019 The Belt and Road China Open Taekwondo Championships 
プムセ（型）部門 U40 2位 その他 etc...



講師プロフィール

指導員

長野 彰将 Akimasa Nagano

テコンドー歴 23年
KUKKIWON 認定3段
(一社)全日本テコンドー協会 国内審判
C級ライセンス

過去の実績

２０００年 全日本ジュニアテコンドー選手権大会 フィン級１位

２０００年 全日本学生テコンドー選手権大会 フィン級１位

２００２年 全日本テコンドー選手権大会 フィン級 1位

２００２年 アジアテコンドー選手権大会 日本代表

２００３年 全日本テコンドー選手権大会 フィン級 1位（２連覇）

２００３年 世界テコンドー選手権大会 日本代表

その他 etc...



リンクステコンドーアカデミーは、阪口朗師範を筆頭に、テコンドーを通して、テコンドー普及活動や、未来のオリンピック
日本代表選手の育成・発掘、教育や健康を目的とした活動なども行なっています。

コーチ陣は、選手時代に国内・海外の大会で培った経験を生かしながら、また選手達に様々な情報を提供できるよう、国際
ライセンスを取得し、リンクス内から、全日本チャンピオンを多数輩出しております。

リンクステコンドーアカデミーは、強化選手を輩出するだけでなく、心身共に健康で「人間力」を身につける場でもあります。
何よりも礼儀を最優先し、強い・弱い関係なく、礼儀正しさ・辛抱強さ、つまりトータルとしての人間性が大事であり、それ
こそが社会に出ても重要な要素なのです。

また、精神論だけでなく、合理的な戦い方や効果的なトレーニング法など、代表自ら世界で経験し見てきたことを指導して
おります。修練していくなかで、大きな舞台を踏めば踏むほど、指導の意味を実感し、それが糧になってまた強くなっていき
ます。

楽しいことだけでなく、苦しいことも含めて、絆と信頼を大切にしながら活動を行なっております。

理念

礼儀・礼節・感謝・熱意・誠意
リンクスは、テコンドーを通じてファミリーであり、人に気遣い、思いやりをもち、そして困ったときはお互
い助け合い、様々な方向性や考えを尊重し、チームワークをもって活動していきます。



① 段位取得までに、級位１級まで取得する必要があります。（9級～１級）

②段位・級位取得までに「基本・プムセ・キョルギ」全てを身につけなければなりません。

補足：技術だけに限らず、最後までやり遂げる精神も含む。

③競技（選手）として、キョルギとプムセに打ち込む事は大事ですが、テコンドーを行う全ての人は、

基本の心得に欠けてはなりません。また、互いの競技を尊重しなければなりません。

④社会性を身につけなければなりません。

段位取得までの心得

段位取得はゴールではない
段位を取得後、黒帯=指導者と観られます（補佐も含む）。

黒帯とは、正しい技術と情報を練習生に伝える義務があり、最前線で活躍するならば、勉強をおこたっ

てはなりません。また、人への接し方、伝え方、家庭環境への配慮などコミュニケーション能力をさら

に身につける必要があり、それらの経験を積むことで指導者と呼ばれるようになります。



昇級・昇段審査

KUKKIWON（韓国 国技院）認定の国際ライセンスとなる黒帯を目指し、リンクスでは、初段まで審査が
行われます。また２段以上からは、（一社）全日本テコンドー協会の規約に則り、審査が行れます。

主なイベント



リンクステコンドーフェスティバル

毎年１回 リンクス主催の全国オープン大会を開催しております。各都道府県から600名以上の選手が参

加し、海外からも選手や国際審判が参加し、初心者から上級者、老若男女問わず参加できるカテゴリを設

けて大会を運営しております。

主なイベント

国内・海外へのオープン大会へ参加

練習の成果を発揮する場として、国内・海外問わず試合へ参加しております。

公式大会への出場

国内・海外への公式大会を目指す選手は、必ず出場する大会です。日本一を目

指すだけでなく、世界大会、オリンピックなどへの道にもつながります。



必要な用品 キョルギ（組手）

キョルギ競技に必要な用品
キョルギ道着／帯／ハンドグローブ，アーム・シンガード，

ヘッド・ボディープロテクター／ファウルカップ（男女）
テコンドーシューズ※練習時のみ／マウスピース（試合の時のみ）

※すべて韓国製のため輸入にて仕入れます。



必要な用品 プムセ（型）

プムセ競技に必要な用品

・プムセ専用道着／帯



本部・支部
本部道場
〒530-0034 大阪市北区錦町4-69 第2喜多ビル3F.4F

全日本真正空手道連盟真正会 総本部内
最寄り駅：JR天満／地下鉄堺筋線 扇町 徒歩5分

大型コインパーキングあり

稽古日：（木）18:45～20:00 ジュニア
20:00~21:30 一般

(土）12:30～14:30 ※合同組手強化
15:00～17:00 ※合同型強化

茨木支部
〒 567-0882

大阪府茨木市元町4番7号ローズWAM

B1ローズホール

稽古日：毎週金曜日
時 間：19:30～21:00 

奈良学園前支部

〒 631-0034

奈良市学園南3丁目1番5号 西部会館 6F

近鉄奈良線学園前駅徒歩１分

稽古日：毎週土曜日
時 間：19:30～21:00 

城山台支部

〒 619-0128

京都府木津川市城山台7

城山台7丁目集会所

稽古日：第1.3 土曜日
時 間：16：00～17：00

ｼﾞｭｰｼﾞﾔ ｶﾙﾁｬｰ豊中緑丘支部
〒560-0002

大阪府豊中市緑丘4-1 

イオンタウン豊中緑丘2F

月3回（水）17：30～18：30
※ｼﾞｭｰｼﾞﾔｶﾙﾁｬｰへの入会が必要です。



広報・宣伝
公式ホームページ・YouTube・Instagram・Facebook など展開中。
その他、広告媒体なども随時作成し配布中。



テコンドーの教育（指導）に関するご相談・お問い合わせ

相談窓口→ 阪口・木下・長野

・直接、ご相談をお願い致します。（支部等関係なく）

・昇級,昇段についても含みます。

注意：専用ラインからご連絡頂いた場合、内容によっては対面orオンラインにて詳しくお話をお聞きする

場合があります。また、相談内容は第三者に漏洩することは一切ありません。

入会 ,退会 ,休会など、その他総務関係のお問い合わせ

相談窓口→ 木下

公式 ,オープン大会の申込みについてのお問い合わせ

窓口→ 大阪府：木下 奈良県：伊藤


