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新型コロナウイルス感染症の世界的流行という未曾有の事態に、社会

全体が甚大な影響を受ける中、日本柔道を支え続けてくださり、心より感

謝申し上げます。

2021年夏に開催されました第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

柔道競技においては、金メダル9個、銀メダル2個（混合団体含む）、銅メ

ダル1個を獲得し、オリンピック柔道史上最高の成績を収めることが出来ま

した。また第16回パラリンピック競技大会（2020/東京）柔道競技におい

ても、銅メダル2個を獲得致しました。日本武道館の大舞台で戦い抜く選手

たちの姿は、テレビ等を通じ多くの方々の目に触れましたが、それは柔道

界における多様性やJudo for Allの実現に向かう方向性を象徴するものであ

ったと思っております。これもひとえに、柔道界を支え続け、長年に渡り

選手育成にご尽力いただいた皆さまのご支援の賜物でございます。オリン

ピック、パラリンピックの選手達は国民を勇気づけるとともに、試合後の

インタビューの受け答えに感動したとの声も各方面からもいただいており

、「人づくり、人間教育の柔道」の一端を選手たちが体現してくれたもの

と感じております。

2024パリオリンピック・パラリンピックまで２年と迫っておりますが、

選手強化に取り組むとともに、社会に貢献し、信頼され続ける柔道界であ

るべく、引き続き諸事業に邁進する所存でございます。 一層のご支援を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

公益財団法人全日本柔道連盟

会長 山下 泰裕
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日本柔道へのご支援と御礼



① 日本代表選手の活躍
・第32回オリンピック競技大会(2020/東京)柔道競技

・第16回パラリンピック競技大会(2020/東京）柔道競技
・2021年世界柔道選手権大会

②ブランディング戦略推進特別委員会の設置

③安全な競技活動のための取り組み

④「Judo for ALL」の推進

⑤リモート柔道教室

⑥国際貢献事業

⑦女子柔道の振興・女子柔道家の活動支援

⑧ 動画配信事業

⑨柔道を通じた人づくり・人間教育
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2021年度主な事業活動内容
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【男子選手】金5個、銀0個、銅0個 【女子選手】金4個、銀1個、銅1個

100kg超級 原沢 久喜 5位 78kg超級 素根 輝 優勝

100kg級 ウルフアロン 優勝 78kg級 濵田 尚里 優勝

90kg級 向 翔一郎 2回戦敗退 70kg級 新井 千鶴 優勝

81kg級 永瀬 貴規 優勝 63kg級 田代 未来 2回戦敗退

73kg級 大野 将平 優勝 57kg級 芳田 司 3位

66kg級 阿部 一二三 優勝 52kg級 阿部 詩 優勝

60kg級 髙藤 直寿 優勝 48kg級 渡名喜 風南 準優勝

【混合団体戦】準優勝

金メダル9個、銀メダル2個（男女混合団体含む）、銅メダル1
個を獲得し、オリンピック柔道史上最高の成績を収めることが出
来ました。男女混合団体戦では準優勝となりましたが、２年後に
迫ったパリオリンピックにおいて雪辱を果たせるよう、選手強化
に努めて参ります。

①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）

•
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【DAY1男子60kg級 髙藤直寿 優勝】

【DAY1女子48kg級 渡名喜風南 2位】

【DAY2男子66kg級 阿部一二三 優勝】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【DAY2女子52kg級 阿部 詩選手 優勝】

【DAY3男子73kg級 大野 将平選手 優勝】

【DAY3女子57kg級 芳田 司選手 3位】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【DAY4男子81kg級 永瀬 貴規選手 優勝】

【DAY4女子63kg級 田代 未来選手 2回戦敗退】

【DAY5男子90kg級 向 翔一郎選手 2回戦敗退】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【DAY5女子70kg級 新井 千鶴選手 優勝】

【DAY6男子100kg級 ウルフ アロン選手 優勝】

【DAY6女子78kg級 濵田 尚里選手 優勝】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【DAY7男子100kg超級 原沢 久喜選手 5位】

【DAY7女子78kg超級 素根 輝選手 優勝】

【DAY8男女混合団体 2位】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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柔道競技は無観客試合となりましたが、ホームページ上の大会特設ペー
ジ、SNSを通じ、選手たちの活躍を国民の皆様へ発信いたしました。

【オリンピック特設ページの設置】

【インタビュー動画の掲載】

【広報誌まいんどWEB版の掲載】 【観戦ガイドの発行】



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）

11

【オリンピック特設ページ ページビュー数】

15199 14941

18988 97917

152813
183357

146333

122393

386715

177521

133604

77119

34760
30006 30590

23689

136430

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

「オリンピック特設ページ」ページビュー数

（2021年7月21日～2021年8月6日）

オリンピック柔道競技開催期間

ページタイトル
ページ
ビュー数

1位 ウルフアロン | 全日本柔道連盟 313698

2位 強化選手 | 全日本柔道連盟 125164

3位 全日本柔道連盟 | 全柔連ホームページ 121604

4位 TOKYO 2020 | 全日本柔道連盟 82952

5位 大野将平 | 全日本柔道連盟 70438

6位 強化選手 | 全日本柔道連盟 57544

7位 阿部一二三 | 全日本柔道連盟 56812

8位 原沢久喜 | 全日本柔道連盟 56430

9位 永瀬貴規 | 全日本柔道連盟 46457

10位素根輝 | 全日本柔道連盟 45227

【特設サイトページ】

累計約165万ビュー



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【視聴率情報（番組平均視聴率：関東地区）】

【新聞露出状況】

月 日 番組名 放送局
関東(PM)

世帯 個人全体

7/24(土) 女子48kg級、男子60kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 NHK総合 17.8 10.4

7/24(土)
女子48kg級、男子60kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決
勝

NHK総合 24.2 15.4

7/24(土) 女子48kg級、男子60kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 NHK総合 15.9 9.8

7/25(日) 女子52kg級、男子66kg級 予選～準々決勝 EXT 9.6 5.2

7/25(日)
女子52kg級、男子66kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決
勝

EXT 21.6 13.5

7/26(月) 女子57kg級、男子73kg級 予選～準々決勝 TBS 5.1 2.6

7/26(月) 女子57kg級、男子73kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 NHK総合 10.5 5.4

7/26(月) 女子57kg級、男子73kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 NHK総合 17.8 10.0

7/26(月) 女子57kg級、男子73kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 NHK総合 17.1 10.0

7/27(火) 女子63キロ級、男子81キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 NHK総合 7.8 4.0

7/27(火) 女子63キロ級、男子81キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 NHK総合 14.7 8.5

7/28(水) 女子70キロ級・男子90キロ級 予選～準々決勝 TBS 4.3 2.1

7/28(水) 女子70キロ級・男子90キロ級 予選～準々決勝(録画) NHK総合 7.7 3.7

7/28(水) 女子70キロ級・男子90キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 NHK総合 12.8 6.6

7/28(水)
女子70キロ級・男子90キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定
戦・決勝

NHK総合 23.1 13.3

7/29(木) 女子78キロ級、男子100キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 NHK総合 10.1 5.2

7/29(木) 女子78キロ級、男子100キロ級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 NHK総合 19.2 11.3

7/29(木) 女子78キロ級・男子100キロ級・1回戦～準々決勝 NHKEテレ 3.0 1.6

7/29(木) 女子78キロ級・男子100キロ級・1回戦～準々決勝 NHKEテレ 3.6 1.8

7/30(金) 女子78㎏超級・男子100㎏超級 敗者復活戦・準決勝・3位決定戦・決勝 TBS 9.1 5.0

7/30(金) 女子78㎏超級・男子100㎏超級 予選～準々決勝 NHKEテレ 3.4 1.7

7/30(金) 女子78㎏超級・男子100㎏超級 予選～準々決勝 NHKEテレ 5.4 2.9

7/31(土) 柔混合団体 3位決定戦・決勝 TBS 14.0 8.0

7/31(土) 柔混合団体 3位決定戦・決勝（録画） NHK総合 7.0 3.9

7/31(土) 混合団体 1回戦～準決勝 NHKEテレ 3.1 1.6

7/31(土) 柔道 混合団体 1回戦～準決勝 NHKEテレ 6.4 3.5

【露出状況】
◆最高視聴率24.2％
◆新聞13紙 392記事



①日本代表選手の活躍
（東京2020オリンピック７/24～7/31）
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【「柔道」検索件数推移】

【「柔道に関するTwitter話題量推移】

【「柔道に関する投稿の感情分析】



①日本代表選手の活躍
（東京2020パラリンピック８/27～8/29）
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階級 氏名 所属 順位

男子

100kg超級 正木 健人 三菱オートリース株式会社 7位

100kg級 松本 義和 オルソグループ 7位

90kg級 廣瀬 悠 SMBC日興証券株式会社 7位

81kg級 北薗 新光 アルケア株式会社 欠場

73kg級 永井 崇匡 学校法人学習院 7位

66kg級 瀬戸 勇次郎福岡教育大学 3位

60kg級 平井 孝明 熊本県立盲学校 教諭 7位

女子

70kg超級 土屋 美奈子株式会社ギャラリー・ド・ポッ
プ 7位

70kg級 小川 和紗 株式会社オー・エル・エム 3位

63kg級 工藤 博子 ユナイトアンドグロウ株式会社7位

57kg級 廣瀬 順子 SMBC日興証券株式会社 5位

52kg級 藤原 由衣 モルガン・スタンレー
・グループ株式会社 5位

48kg級 半谷 静香 トヨタループス株式会社 5位

【男子66kg級瀬戸選手3位】【女子70kg級土屋選手3位】
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【DAY1女子48kg級 半谷 静香選手5位】【DAY1女子52kg級 藤原 由衣選手5位】

【DAY1男子60kg級 平井 孝明選手7位】【DAY1男子66kg級 瀬戸雄二郎選手3位】

【DAY2女子57kg級 廣瀬 順子選手5位】【DAY2女子63kg級 工藤 博子選手7位】

①日本代表選手の活躍
（東京2020パラリンピック８/27～8/29）
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【DAY2男子73kg級 永井 崇匡選手7位】 【DAY３女子70kg級 小川和沙選手3位】

【DAY3女子70kg超級 土屋 美奈子選手7位】【DAY3男子90kg級 廣瀬 悠選手7位】

【DAY3男子100kg級 松本 義和選手7位】【DAY3男子100kg超級 正木 健人選手7位】

①日本代表選手の活躍
（東京2020パラリンピック８/27～8/29）



17↑【日本視覚障がい者柔道連盟公式サイトと連携】

【DAY2kg超級】

【パラリンピック特設ページの設置】

↑【広報誌まいんどにおける特集】

①日本代表選手の活躍
（東京2020パラリンピック８/27～8/29）



18

20916 18260

22235

21904

31326

24121

13081

11081

8980

8734

10118
10805

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

「パラリンピック特設ページ」ページビュー数

（2021年8月20日～2021年8月31日）
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【パラリンピック特設ページ】

①日本代表選手の活躍
（東京2020パラリンピック８/27～8/29）



①日本代表選手の活躍
（2021ブダペスト世界柔道選手権大会 6/6～6/13）
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【男子選手】金2個、銀0個、銅1個 【女子選手】金3個、銀4個、銅1個

100kg超級 影浦 心 優勝 78kg超級 朝比奈 沙羅 優勝

100kg級 飯田 健太郎 3回戦敗退 〃 冨田 若春 2位

90kg級 長澤 憲大 5位 78kg級 梅木 真美 3位

〃 村尾 三四郎 2回戦敗退 70kg級 大野 陽子 2位

81kg級 藤原 崇太郎 5位 63kg級 鍋倉 那美 2回戦敗退

73kg級 橋本 壮市 3位 57kg級 玉置 桃 2位

66kg級 丸山 城志郎 優勝 52kg級 志々目 愛 優勝

60kg級 永山 竜樹 3回戦敗退 48kg級 古賀 若菜 2位

〃 古賀 玄輝 2回戦敗退 〃 角田 夏実 優勝

【混合団体戦選手】優勝

90kg超級 佐藤 和哉 70kg超級 秋葉 麻優

90kg級 増山 香補 70kg級 新添 左季

73kg級 原田 健士 57kg級 船久保遥香
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【新聞露出状況】
12社、107記事

①日本代表選手の活躍
（2021ブダペスト世界柔道選手権大会 6/6～6/13）



②ブランディング戦略推進特別委員会の設置

公益財団法人全日本柔道連盟

ブランディング戦略推進特別委員会 委員長

チーフストラテジーオフィサー

井上 康生
2
1

2021年9月16日の理事会において、ブランディング戦略推進特

別委員会（委員長・チーフストラテジーオフィサー：井上康生）
の設立が決議されました。
柔道には心と体を強くすることはもちろん、子供からお年寄り

、女性、障がいをお持ちの方々など、幅広い層が楽しみ、親しん
でいただける魅力があります。
この委員会では、その柔道が、選択肢や価値観が多様化する現

代社会において、改めてどのような役割を担い、価値が提供でき
るのか、様々な意見を聞きながら、「する」だけでなく、「みる
」「ささえる」人を増やしていくためのアクションの実行、コミ
ュニティの形成を通じての社会貢献を目指してまいります。

設置目的：東京2020オリンピックでの日本柔道の躍進を競技普及に繋げるため、幅広い
層が柔道に触れる機会を創出するとともに、選択肢や価値観が多様化する現
代社会において柔道が持つブランドを定義、確立し、競技の魅力を戦略的に
発信することで競技人口やファンの増加を目指す。多岐に渡る施策の検討な
らびに実行にあたり、各専門委員会の所管事項を横断的に調整する必要があ
るため、新たに特別委員会を設立の上で各施策を推進する。

事業内容：柔道の現代社会における役割や提供しうる価値を定義し、幅広い層に理解さ
れる明確なコンセプトを開発する。また、国内大会の振興のため、本格的な
動画コンテンツの制作および発信を行い、将来の金メダリスト候補が数多く
出場する国内大会の魅力を発信するとともに、撮影、制作した映像を連盟の
資産として管理し、将来に亘って多方面に活用する。その他、各専門委員会
と連携の上で柔道の価値を浸透させていくために必要な事業を検討し、推進
する。



③ 安全な競技活動のための取り組み
情報発信

22

全柔連医科学委員会に新しく感染症対策の医師を招き、皆様がより安心・
安全に柔道の活動ができるように対策を行っております。

各大会のライブ配信はもちろんのこと、柔道教室や指導者への講習会にお
いても、オンライン化を進めております。

連盟HPでの情報発信 WEB講習で、全国
どこからでも受講可能に

大会時の徹底したコロナ対策



③ 安全な競技活動のための取り組み
重大事故対策委員会
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重大事故ゼロを目指した取り組みとして、 漫画版のわかりやすく親しみ
やすい資料や重大事故を未然に防いだ指導者の好事例集など、新たな視点
の事故防止の資料集を作成し、安全な柔道の活動のため啓発事業を行って
おります。

連盟HPでの情報発信

イラストガイド漫画版啓発冊子



「Judo for All」のスローガンのもと、年齢、性別、障がいの有無の
分け隔てなく、誰もが柔道に親しめる環境作りに取り組んでおります。
パラリンピック競技である視覚障がい者柔道のみならず、関連団体と

の連携を深め、知的障がい者柔道やろう者柔道の振興を目指します。

④ Judo for ALL の推進

24

知的障がい者柔道を安全に普及するための指導法や試合審判規程に関
するハンドブックを作成し、活動の更なる充実を図っております。

ID柔道ハンドブック



⑤リモート柔道教室

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、全国少年柔道大
会や小学生向けの柔道イベントが中止となったため、代替事
業として「リモート合同錬成」を実施いたしました。

30以上の都道府県からの子どもたちが参加し、多くの反
響をいただきました。
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東京オリンピック60㎏級金メダリスト
髙藤直寿選手によるリモート指導

東京オリンピック70㎏級金メダリスト
新井千鶴選手によるリモート指導
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⑥国際貢献事業 海外への柔道普及

皆様のご支援をもとに、当連盟では2015年より国際貢献活動を実施
しております。
これまでで延べ24カ国に対し2,349着の柔道衣、28カ国に対し3856

枚の柔道畳の供与を行い、学生ボランティアについては29回にわたり
計8カ国に69名を派遣してまいりました。
学生ボランティア派遣事業のOB・OGの中には青年海外協力隊員と

して活躍する方々もおり、柔道を通じた国際協力・友好親善の輪が広
がっております。
これらの活動により、2017年には外務大臣表彰を受賞いたしました。
国境を越えた人、モノの流れに影響が出る中、2020年度は大幅な計

画変更を余儀なくされましたが、2021年度以降も関連団体と連携、協
力を行い活動を続けてまいります。

＜2021年度実績：リサイクル柔道衣＞
フィリピン 100着
カンボジア 200着
＜2021年度実績：リサイクル柔道畳＞
フィリピン 100枚
カンボジア 100枚
外務省「草の根文化無償資金協力」によるブータン国の柔道場
建設において、在外日本大使館への協力要請を行いました。
（2021年10月9日道場開き）



⑦ジェンダーバランスの推進（女子柔道振興）

都道府県連盟における女性役員の登用促進や女子学生へのキャリアアッ
プセミナーを実施し指導者・審判資格の取得、競技引退後の充実を図り、
各ステージにおける女子柔道家の活躍を促進しております。また、当連
盟においても、積極的に女性役員を登用し、ジェンダーバランスの推進
を行っております。
今年度も女子柔道キャリアアップセミナーのＷＥＢ開催、JJ Voice企画

の実施等を実施しております。

▶女子柔道キャリアアップセミナー

（2020年7月18日（土））
参加者の利便性向上し過去最高

の全国26大学約400名が参加

27

◀大会会場内の託児室設置
連盟が主催する大会において、大会
会場内に託児室を設置しております。

▶JJ Voice 
女子柔道にゆかりの深い方々に
リレー形式で今後の女子柔道界や
後輩たち、そして柔道ファンへ
勇気とパワーをお届けする
メッセージを発信しております。

女子柔道振興委員会
↓QRコード↓

https://www.judo.or.jp/sport-promotion/womens-judo/
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⑧ 動画配信事業
全柔連TV・WEB記事配信等

無観客試合の
ライブ配信

注目大会の
予告動画

2019世界選手権
プレイバック

伝説の名試合
本人解説動画

全日本合宿の
限定動画

新たな情報発信プラットフォームを構築
チャンネル登録：約２．６万人
視 聴 回 数：約７５０万回
再 生 時 間：約９０万時間

インタビュー
動画

←講道館に要請し
活動制限下での
トレーニング
動画を紹介
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⑧動画配信
その他の企画（web記事の配信等）

←広報誌まいんど
のデジタルブック
配信を開始。
パソコンや
スマートフォンに
て、いつでも、ど
こでも、ご覧いた
だけます。

全柔連TV
↓QRコード↓

広報誌デジタルブック
↓QRコード↓

https://www.youtube.com/c/%E5%85%A8%E6%9F%94%E9%80%A3TV/playlists
https://www.judo.or.jp/news/7339/


⑨ 柔道を通じた人づくり・人間教育
柔道MIND活動

礼節(Manners)・自立(Independence)・高潔（Nobility)・品格
(Dignity)の頭文字を取り2014年に始まった「柔道MIND活動」。

子供たちが柔道を通してこれらの精神を身につけ、鍛えた心
身を活かして次世代の社会を担う人材となるよう、人づくり・
人間教育に引き続き取り組んでまいります。
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ご参考（支援企業一覧）※2021年4月1日現在
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終わりに
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2021年10月1日に強化委員会の新体制が発足しました。
金野 潤 強化委員長
井上 康生 強化副委員長
中村 淳子 強化副委員長
鈴木 桂治 全日本男子監督
増地 克之 全日本女子監督

新強化体制のもと、2024年のパリオリンピックに向け

選手強化に取り組むとともに、井上康生チーフストラテ

ジーオフィサーを中心に、今後の柔道界の発展を見据え

た事業を推進してまいります。

柔道を通じた人づくり・人間教育に
引き続きご支援の程宜しくお願い申し上げます。


