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2016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継
続的に展開しております。

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
（リオオリンピック・パラリンピック）

2



少年柔道教室（今年度開催一覧）
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No.
都道
府県

開催日 場所
参加
人数

No. 都道府県 開催日 場所
参加
人数

1 山 口 6月12日（日） 萩ウェルネスパーク萩武道館 220名 14 北海道 10月23日（日） 旭川市立総合体育館 170名

2 滋 賀 6月19日（日） 滋賀県立武道館 280名 15 新 潟 10月30日（日） 新潟市鳥屋野体育館武道館 180名

3 富 山 6月26日（日） 富山県立武道館 320名 16 島 根 11月3日（木・祝） 浜田石見武道館 290名

4 宮 城 7月10日（日） 石巻市総合体育館 200名 17 奈 良 11月6日（日） 奈良市中央第２武道場 260名

5 長 野 7月18日（月・祝日） 駒ケ根市武道館 150名 18 和歌山 11月23日（水・祝） ビッグウェーブ 180名

6 大 阪 7月23日（土） 講道館大阪国際柔道センター 60名 19 神奈川 11月26日（土） 神奈川県立武道館 160名

7 福 岡 7月31日（日） 福岡武道館 300名 20 静 岡 12月4日（日） 静岡市立北部体育館 250名

8 福 島 7月31日（日） 郡山市総合体育館 100名 21 鳥 取 12月18日（日） 鳥取県立武道館 240名

9 愛 知 9月11日（日） 愛知県武道館 420名 22 佐 賀 1月15日（日） 佐賀県総合体育館柔道場 320名

10 大 分 9月17日（土） 県立総合体育館 210名 23 徳 島 1月21日（土） ソイジョイ武道館 230名

11 東 京 9月25日（日） 講道館大道場 500名 24 青 森 2月18日（土） みちぎんドリームスタジアム 220名

12 石 川 10月1日（日） 石川県立武道館 310名 25 長 崎 3月12日（日） 長崎県立武道館 250名

13 茨 城 10月16日（日） 筑波大学武道館 300名

※総参加人数6,120名。前年度開催20ヶ所、総参加人数5,020名。前年度より規模を拡大して展開しております。



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
事前国内研修プログラム

開催場所：講道館 夏・春の派遣前に上記の研修プログラムを実施致しました。
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日時 AM PM

夏：６/３

春：1/13

13:00～全柔連分室集合、永昌寺及び
講道館資料室見学

14:15～オリエンテーション、
旅行代理店よる海外渡航諸注意

15:00～柔道の歴史と創始
「術から道へのＤＶＤ」

15:30～前回派遣学生の活動報告
花田賢志氏（27年度春派遣モンゴル）
中山美歩氏（27年度春派遣インドネシア）

16:00～チェックイン、着替え
17:15～１８:４５ 基本動作の指導法Ⅰ

全柔連
分室

道場
6階
国際道場

夏：６/４

春：1/14

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

道場

5階
女子道場

14:30～16:00
・寝技の指導法 Ⅲ
18:00～20:00
・情報交換会

道場

5階
女子道場

夏：６/５

春：1/15

9:00～10:30
・立ち技の指導法 Ⅰ
11:00～12:00
・立ち技の指導法 Ⅱ

道場

5階
特別道場

14:00～15:30
・立ち技の指導法 Ⅲ
・国際審判規定
・Closing Ceremony
・出発までの連絡事項伝達後解散

道場

5階
特別道場



学生ボランティア海外派遣
（夏季派遣学生一覧）
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派遣国 所属（学年）・性別 派遣期間

カンボジア

日本体育大学（4年）・男性

8月16日～8月25日
天理大学 （4年）・男性

東海大学 （3年）・女性

国士舘大学 （2年）・男性

モンゴル
天理大学 （3年）・男性

9月5日～16日
桐蔭横浜大学（3年）・男性

ブータン
天理大学 （4年）・男性

9月16日～9月27日
東海大学 （3年）・男性



学生ボランティア海外派遣
（春季派遣学生一覧）
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・今年度実績５ヶ国7ヶ所に20名の学生を派遣する予定です。

・前年度実績 4ヶ国5ヶ所（ブータン、インドネシア、モンゴル、青島、南京）に11名の学生を派遣致しました。

派遣国 所属（学年）・性別 派遣期間

モンゴル
東海大学 （3年） ・女性

2月17日～2月27日
帝京大学 （3年） ・女性

ベトナム

筑波大学 （院1年）・男性

3月6日～15日国際武道大学（3年） ・男性

帝京大学 （3年） ・女性

インドネシア（ジャカルタ）

東海大学 （3年） ・女性

3月7日～16日帝京大学 （3年） ・女性

天理大学 （3年） ・男性

インドネシア（バリ）

東海大学 （4年） ・男性

3月7日～16日
国際武道大学（3年） ・男性

天理大学 （3年） ・男性

帝京大学 （3年） ・女性



夏季派遣 事前国内研修 （6月3日～6月5日）
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春季派遣 事前国内研修 （1月13日～1月15日）
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実施風景 カンボジア 派遣期間：8月16日～8月25日
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実施風景 カンボジア 派遣期間：8月16日～8月25日
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実施風景 モンゴル 派遣期間：9月5日～9月16日
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実施風景 モンゴル 派遣期間：9月5日～9月16日
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実施風景 ブータン 派遣期間：9月16日～9月27日
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実施風景 ベトナム 派遣期間：3月6日～3月15日
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実施風景 インドネシア 派遣期間：3月7日～3月16日
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国際貢献事業物品供与一覧（柔道畳）
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No 国名 支援枚数 発送時期

1 パナマ 113枚 8月に発送、到着済み

2 エルサルバドル 113枚 8月に発送、到着済み

3 マレーシア 140枚 11月に発送、到着済み

4 カンボジア 149.5枚 11月に発送、到着済み

5 フィリピン 140枚 11月に発送、到着済み

6 インドネシア 140枚 11月に発送、到着済み

7 バングラデシュ 140枚 11月に発送、到着済み

8 パキスタン 140枚 11月に発送、到着済み

9 マダガスカル 100枚 11月に発送、到着済み

支援枚数 1,175.5枚

・前年度供与実績 柔道畳543枚、柔道衣450着

タンザニアキューバタンザニア



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。
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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

に関して当連盟は引き続きの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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“大外刈”による怪我や事故を防ぐた
めに「段階的指導手順例」を作成し、

全国の柔道場へ配布を致しました。



柔道事故防止・ゼロ活動推進
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柔道事故予防啓発ポスターを製作し全国の柔道場へ配布を致しました。
（ホームページからもダウンロードが可能となります。）



トップアスリートの世界的活躍
（リオ・オリンピック 戦績一覧）
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男子選手： 女子選手：

階級 氏名 所属先 成績 階級 氏名 所属先 成績

+100kg 原沢 久喜 日本中央競馬会
準優勝
銀メダル

+78kg 山部 佳苗 株式会社ミキハウス
第３位
銅メダル

-100kg 羽賀 龍之介 旭化成株式会社
第３位
銅メダル

-78kg 梅木 真美 環太平洋大学4年 2回戦敗退

-90kg ベイカー茉秋 東海大学4年
優勝

金メダル
-70kg 田知本 遥 ALSOK

優勝
金メダル

-81kg 永瀬 貴規 旭化成株式会社
第３位
銅メダル

-63kg 田代 未来 コマツ
第５位

3位決定戦敗退

-73kg 大野 将平 旭化成株式会社
優勝

金メダル
-57kg 松本 薫 株式会社ベネシード

第３位
銅メダル

-66kg 海老沼 匡 パーク２４株式会社
第３位
銅メダル

-52kg 中村 美里
三井住友海上

火災保険株式会社
第３位
銅メダル

-60kg 髙藤 直寿 パーク２４株式会社
第３位
銅メダル

-48kg 近藤 亜美
三井住友海上

火災保険株式会社
第３位
銅メダル

※メダル獲得数 男子：金２、銀１、銅４ 女子：金１、銅４ 計１２



トップアスリートの世界的活躍
（日本代表メダリスト）
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田知本遥選手

大野将平選手ベイカー茉秋選手



パラリンピアン（ＮＰＯ法人日本視覚
障害者柔道連盟）との連携
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昨年度、視柔連連携特別委員会を設置し、2020東京へ向けた人的交流、技術・情
報共有を図る体制がスタート致しました。今回のリオ柔道競技壮行式では、スポー
ツ界に先駆けてのオリパラ合同（選手、スタッフ全員出席）でのセレモニーを実施
致しました。また、パラリンピックでは女子で史上初のメダルを獲得するなど、男
女合わせて4個のメダルを獲得しました。（出場数 男子5名、女子4名）

廣瀬悠選手、正木健人選手

廣瀬誠選手藤本聰選手

左より廣瀬順子選手



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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