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平成27年度 主要事業

当連盟では2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、
メダルを目指すトップ選手の育成は勿論の事、青少年健全育成、海外
への柔道・日本文化の普及、人間教育としての安全な柔道の推進を致
しました。

①国内柔道普及（被災地支援含む少年柔道教室）

②海外柔道普及（学生ボランティア海外派遣）

③柔道MIND活動による人間教育

④柔道事故防止・ゼロ活動推進

⑤トップアスリートの世界的活躍
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少年柔道教室（今年度開催一覧）
No. 都道府県名 日 時 会 場 小学生参加者 講師

1 福 島 8月2日（日） 郡山市総合体育館 130名 穴井隆将、谷本歩実

2 京 都 8月8日（土） 京都市武道センター 270名 瀧本誠、宇髙菜絵

3 山 梨 8月29日（土） 小瀬スポーツ公園 武道館 500名 朝飛大、山下まゆみ

4 岩 手 9月20日（日） 釜石市立釜石中学校 150名 西山将士、溝口紀子、岡泉茂

5 兵 庫 ９月21日（月・祝） 兵庫県立武道館 450名 平岡拓晃、石角（坂上）洋子

6 栃 木 ９月23日（水・祝） 栃木県武道館 200名 持田達人、後藤（松尾）徳子

7 三 重 10月11日（日） 三重武道館 170名 須貝等、森山（八戸）かおり

8 愛 知 10月25日（日） 愛知県武道館 360名 森下純平、増田仁子

9 福 岡 10月31日（土） 福岡武道館 280名 岡田弘隆、日下部基栄

10 香 川 11月8日（日） 香川県立武道館 190名 内村直也、手島（前田）桂子

11 北海道 11月8日（日） 千歳市開基記念総合武道館 140名 須貝等、駒木奈緒美

12 群 馬 11月29日（日） 群馬武道館 300名 岡泉茂、石川（北爪）弘子

13 宮 城 12月6日（日） 女川町総合体育館 140名 村田正夫、日下部基栄

14 新 潟 12月13日（日） 新津武道館 300名 甲斐康浩、山岸絵美

15 東 京 12月23日（水・祝） 講道館 320名 持田達人、棟田康幸、福見友子

16 徳 島 1月23日（土） ソイジョイ武道館 230名 岡田弘隆、山岸絵美

17 島 根 2月11日（木・祝） 島根県立武道館 210名 三谷浩一郎、國原頼子

18 秋 田 2月11日（木・祝） 秋田県立武道館 210名 養父直人、福見友子

19 和歌山 3月6日（日） 白浜町立総合体育館 250名 内村直也、手島（前田）桂子

20 長 崎 3月13日（日） 長崎県立総合体育館 220名 向井幹博、石角（坂上）洋子、杉本美香 3



少年柔道教室 実施風景
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少年柔道教室 実施風景
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少年柔道教室 実施風景
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学生ボランティア海外派遣
（海外派遣学生一覧）

所属 学年 氏名 段位 派遣国

国際武道大学 大学院1年 小川 峻佑 参段
中国

（青島）

天理大学

4年 山本 晃平 参段
中国

（南京）

3年 阿南 純平 弐段
中国

（青島）

東海大学

2年 芦田 弘毅 参段
中国

（南京）

3年 佐々木浩太郎 参段 ブータン

立命館大学 4年 間瀬 文恵 参段 ブータン

次回派遣はインドネシア（3名、2月26日～3月11日）・モンゴル（2名、3月7日～21日）となります。
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日時 AM PM
6/5(金)

▲14:00～15:30
・集合、オリエンテーション、事業説明

▲15:30～16:30
・Openingセレモニーと講義
・柔道の歴史と創始「術から道へのＤＶＤ」
・海外ボランティア学生の経緯と注意点など
（光本惠子 ＆ 佐々木浩太郎 )

▲17:15～18:45
・基本動作の指導法Ⅰ

6/6(土)
▲9:00～10:30
・基本動作の指導法Ⅱ
・トレーニング法(補助と補強)
・寝技の指導法 Ⅰ

▲11:00～12:00
・寝技の指導法 Ⅱ

▲14:30～16:00
・寝技の指導法 Ⅲ

6/7(日)
▲9:00～10:30
・立ち技の指導法 Ⅰ

▲11:00～12:00
・立ち技の指導法 Ⅱ

▲14:00～15:30
・立ち技の指導法 Ⅲ 及び審判規定

学生ボランティア海外派遣（事前研修プログラム）

開催場所：講道館8



実施風景 中国/青島 派遣期間：8月5日～8月14日
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実施風景 中国/南京 派遣期間：8月5日～8月14日
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実施風景 ブータン 派遣期間：8月25日～9月13日
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国際貢献事業物品供与一覧

No. 供与先 支援内容 発送日
1 パプアニューギニア リサイクル柔道衣100着 6月15日

2 フィジー リサイクル柔道衣50着 6月15日
3 ソロモン リサイクル柔道衣50着 6月15日

4 ネパール 義援金1万ドル（震災被害救援） 7月3日
5 コスタリカ リサイクル畳100畳 7月29日

6 キューバ リサイクル畳100畳 7月29日
7 ホンジュラス リサイクル畳46畳 8月26日
8 シエラレオネ リサイクル柔道衣100着 7月31日
9 タンザニア リサイクル畳167畳、リサイクル柔道衣50枚 9月29日
10 ブラジル リサイクル畳80畳、リサイクル柔道衣100枚 10月15日

11 セネガル リサイクル畳50畳 1月20日
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柔道MIND活動による人間教育

礼節(Manners)・自立(Independence)・高潔（Nobility)・品格
(Dignity)、これらの頭文字を並べてMIND。柔道をやっている人は礼
儀正しく、品格があると思われる人づくり、人間教育の柔道を啓発し
ています。
このような活動を通じ是非子供に柔道をやらせたい、という父母が

増え、柔道場に生き生きと通う子供達が増える。そしてその中から心
身共に優れた将来を担う人材を輩出することを目指し柔道MIND活動
を推進しています。

13



柔道事故防止・ゼロ活動推進
柔道の普及・発展をさせる上で喫緊の課題となっている柔道事故

に関して当連盟は更なる対策を講じています。2014年には重大事
故総合対策委員会を設置し、安全指導DVDやガイドブックなどを
作成し事故防止の周知徹底を進めています。
※YouTubeにて「柔道の安全指導」で無料視聴頂けます。

また安全性をより高めるべく指導者資格制度の実施と共に新たな
指導者賠償保険制度を導入し、万一の際の救済制度も整備を進めて
います。
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柔道事故防止・ゼロ活動推進
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トップアスリートの世界的活躍
（2015アスタナ世界選手権 戦績一覧）

男子
100kg
超級

七戸 龍（九州電力株式会社） 準優勝 女子
78kg
超級

田知本 愛（ALSOK） 準優勝

100kg級羽賀 龍之介（旭化成株式会社） 優勝
78kg
超級

山部 佳苗（株式会社ミキハウス） 3位

90kg級 ベイカー 茉秋（東海大学3年） 3位 78kg級 梅木 真美（環太平洋大学3年） 優勝

81kg級 永瀬 貴規（筑波大学4年） 優勝 70kg級
新井 千鶴
（三井住友海上火災保険株式会社）

5位

73kg級 大野 将平（旭化成株式会社） 優勝 63kg級 田代 未来（コマツ） 3位

73kg級 中矢 力（ALSOK） 準優勝 57kg級 松本 薫（株式会社ベネシード） 優勝

66kg級 海老沼 匡（パーク24株式会社）
3回戦
敗退

52kg級
中村 美里
（三井住友海上火災保険株式会社）

優勝

66kg級 髙市 賢悟（東海大学4年）
1回戦
敗退

48kg級 浅見 八瑠奈（コマツ） 準優勝

60kg級 志々目 徹（学校法人了徳寺学園職） 3位 48kg級
近藤 亜美
（三井住友海上火災保険株式会社）

3位

団体戦 優勝 団体戦 優勝
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トップアスリートの世界的活躍
（世界選手権 日本代表選手）
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おわりに

将来の日本柔道発展のため、

引き続き御支援の程、

宜しくお願い申し上げます。
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