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オリンピック金メダリストから
小学6年生へ贈る

―モチベーションはどうやって保っていますか？

通常は大会を目標に設定して練習すると思います。コロナ禍で一番大きな目標とな

る大会がないとモチベーションを保つのは難しいと思います。こんな時に大切なの

は、まずは柔道を好きになること。練習は、もちろん勝つためでもありますが、自

分が強くなるため、成長するために毎日のトレーニングや稽古を継続していけばい

いと思います。試合だけでなく、自分の技術的な部分や体力的な部分でも目標を

一つ設定すると日々のモチベーションを維持したり高められたりするのではないで

しょうか。

自分の場合は、単純に柔道が好き。柔道の魅力に引き込まれている自分がいて、

まだまだ成長していきたい、成長していけるという気持ちがあります。皆さんにも柔

道をもっと知ってもらいたいですし、好きになって継続してもらいたいなと思います。

―永瀬選手から小学 6 年生へ贈るメッセージ

柔道の魅力はレベルが上がるほど大きくなると思っているので、中学生になっても

柔道を続けてほしいと思います。コロナの影響で大会がなくなったり、苦しい期間

やつらい期間が続いていると思うんですけど、その悔しい思いを中学生という新し

いカテゴリーで爆発させてほしいと思います。ぜひ柔道を続けてください！

―小学 6 年生へ贈るメッセージ

私としては、コロナ禍のこの状況はチャンスなのかなと思います。大会が中止になっ

て自分の力を発揮する舞台がないことに保護者の方々も含めて色々な感情をお持ち

と思います。ですが、逆に、このような状況を経験する機会はなかなかないと思い

ます。なので、いつかこの経験が生きる日が必ず来ると思いますし、継続して諦め

ずに取り組むことが柔道だけではなくてその先の人生にも生きてくるはずです。そう

いった気持ちでこの出来事を捉えて、長く柔道を続けていってほしいなと思います。

柔道に取り組む中で自分がなりたい姿になってもらいたいです。

柔道をやっていて困難な状況であってもそれをプラスに変えて、将来の自分があり

たい姿になることに対して欲を持ってもらいたいし、今後の成長のきっかけにする

出来事として捉えてほしいです。私も初めての全国大会が中止になってしまったと

きはとてもショックでしたが、「柔道をやりたくてもできない人もいる中で、「あなた

は柔道をできるだけありがたいんじゃない」と母から言われて「一生懸命やらないと」

と気付かされました。

エール！

永瀬貴規選手

新井千鶴選手

1



永瀬選手に
インタビューインタビュー

金メダリスト

負けず嫌いな小学生時代

―小学生時代はどのような選手でしたか？

負けず嫌いでしたね。子供だったので、試合で

勝ったら全身で喜びを表して、負けると泣いたり

してました。練習は勝つためにするものと思って

いました。それは柔道だけではなく何に対しても

でした。特にスポーツ、体を動かすことに対して

は、運動会の徒競走でも誰にも負けたくなかった

です。

―そんな永瀬選手が練習で意識したことはどんな

ことですか？

本当にシンプルなんですけど、ウォーミングアッ

プの打ち込みや、投げ込みなど、とにかく基
き

礎
そ

、

基本的な練習は特に大事にしていたと思います。

あとは先生からの指示やアドバイスをしっかり受

け入れて柔道に取り組んでいました。

―小学生時代の目標はどんなものだったのです

か？

これもシンプルで、「次の大会で勝つ。目の前の

試合、次の大会で勝つ」という目標を掲
かか

げて練習

していました。

―それでも試合で負けるということもあったと思

います。うまくいかない時はどう対処されたので

すか？

試合で頂点に立てる人は一人しかいないし、柔道

は相手がいて成り立つ対人競技でもあるので自分

のコンディションだけでうまくいく、いかないと

いうものではないと思います。でもマイナス面を

意識し過ぎると気持ちもネガティブになってしま

うので、なにか小さくても “ できた喜び ” という

のを感じながら、見つけながらやっていく。昨日

よりも、1ヶ月前よりも少しでも成長できたこと

にフォーカスすると自分の成長を実感していける

と思います。簡単な目標でもいいと思うので、そ

ういう目標を一つ一つ達成していくことで少しず

つでも成長していけると思っています。

―印
いんしょう

象に残っている練習・試合は？

今まで負けていた相手に初めて勝った試合は一番

印象に残っていますね。自分よりも体が大きくて、

それまでは負けっぱなしだった相手に初めて勝て

た試合です。

―小学生学年別大会にも出場していましたね。

小学 5年生のときに第 1回大会に出場し、小学 6

年生でも 2年連続で出場しました。どちらの大会

も現 60kg 級で東京オリンピック金メダルの髙藤

選手に敗れてとても悔しい思いをしました。同時

に初めての全国大会の舞台に立てた喜びと、「全

国にはこんなに強い選手がいるのか」ということ

を実感しました。

生
きっすい

粋の柔道好き

―進学した中学校には柔道部がなかったと聞きま

した。

同級生などの仲間がいたので、色々なところへ出

稽古へ行ったりして工夫をしながら柔道を続けさ

せてもらいました。そういう仲間がいたのでお互

い切
せっ さ た く ま

磋琢磨しあいながら仲間と共に成長していけ

たと思います。遠征にも帯
たいどう

同してもらうことが多

く、両親や同級生の保護者などたくさんの方に協

力していただきながら過ごした 3年間でした。

―研究熱心な一面もあったと聞いています。

小さい頃から柔道の試合などの色々な映像を見る

のが好きだったので、録画していた大会を毎日観

て、「この技かっこいいな」とか、「この技今度ト

ライしてみよう」とか、深く研究するというより

柔道の映像を見て楽しむことをしていました。小

学生時代から中学生や高校生の大会の映像を観た

りして自分のカテゴリーだけではなくて、少し上

の世代の選手の映像も観ていました。

―コロナ禍で本を読んで勉強していたと伺いまし

た。おすすめの一冊は？

アスリートの方が書かれた本をたくさん読みまし

たが、１冊というならサッカー選手だった内田篤

人さんの『僕は自分が見たことしか信じない』（幻

冬舎）ですかね。周りに流されてしまいがちなと

ころで、自分にとって譲
ゆず

れない大事な部分、自分

の信念を持つことの大切さと、信念という軸に基

づいて行動することが大事だなと。折れてはいけ

ない部分は折れてはいけないということを考えさ

せられました。

魅
ひ

かれるのは柔道の“奥深さ”

―永瀬選手にとって柔道の魅力とは？

正解がないところ。例えば技の入り方一つを考え

ても、その人に合った技や組手があって色々な柔

道があると思うので、自分なりの柔道（正解）を

見つける奥深さがあると思います。柔道をやって

いない方でも、柔道には立技や寝技などたくさん

の技があって、人それぞれの武器があるので、選

手それぞれの異なる武器を見つけるのも観る人に

とって柔道の面白いところかなと思います。あと

は、柔道を通して多くの方と出会って、人間とし

ての成長も感じられ、人としての魅
みりょく

力も得られる

ところです。特に高校時代の恩師には柔道の奥深

さや、それまで自分が知らなかった色々な技術を

教えていただきました。柔道の魅力をそれまで以

上に感じて柔道にのめりこむこむことができたの

で、今でもこうやって柔道を続けていて成長し続

けられていると思います。
2019年全日本選抜柔道体重別選手権大会 2021年グランドスラム・タシケント

東京2020オリンピック競技大会

写真提供：国際柔道連盟、ベースボール・マガジン社「近代柔道」

第32回全国高等学校柔道選手権大会（全国大会初優勝）
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金メダリスト

新井選手に
インタビューインタビュー

柔道を“楽しむ”少女から
“勝ちたい”と思うように

―小学生時代はどのような選手でしたか？

小学 5・6 年生くらいまではずっと一回戦敗退で

した。本当に純粋に柔道を楽しんでいる女の子と

いう感じで、友達に会うことだったりとか、試合

だったらお母さんが作るお弁当とかそういうのを

楽しみに体を動かしに道場へ行っていました。

―勝負を意識し始めたのは？

真剣に試合で勝ちたいなと思い始めたのが 4 年生

くらい。そこから練習を積んで、ようやく 5・6

年生で力がついて勝てるようになりました。その

頃から中学生の練習に参加したり、一緒にトレー

ニングをするようになって、純粋に“ 強くなり

たい ” という気持ちが芽生えてきました。

―試合で勝ちたいと思ったきっかけは？

3 歳上の兄が載った新聞を祖父の部屋に飾ってあ

るのをみて、“ 私も新聞に載るようになりたい ”

と思ったのです。その時に「そのためにはもっと

強くならなきゃいけないんだよ」と親に言われた

ことですね。

――勝ちを目指す中で意識していたことは？

試合で勝ちたいと思うようになると、この技を習

得したいという気持ちだったり、稽古でも必死で

強い人たちに当たりにいって、くらいついて、何

度投げられても相手にも膝を着かせるくらいまで

いけたらいいなっていう意欲が出てくるもので

す。その気持ちを大事にしてとにかく真剣に練習

に取り組むことです。

―練習以外でも柔道の映像や大会にもいかれた？

大会を見に行って選手と触れ合う機会もなけれ

ば、自ら試合会場に足を運ぶということはしませ

んでした。当時の私にとって柔道は、必死で取り

組むことの中の一つだったので、強くなりたい一

心で練習に打ち込んでいました。両親が柔道未経

験者だったことや周囲の環境からもいわゆる柔道

一色の生活ではなかったのでシンプルに“ 柔道を

習いたい ” という気持ちからスタ―トしました。

大切なのは“何事も一度決めたら
最後までやりきる ”こと

―柔道を始めた時にご両親から言われたことはあ

りますか？

「何かを始めるのであれば最後までやりきりなさ

い」と言われていました。それがたまたま柔道だっ

たというだけであって、他のスポーツに触れ合っ

ていればそこで一生懸命やっていたと思います。

最初は楽しみながらスタートしましたが、両親は

徐々に一生懸命取り組んでいく私の姿を見てサ

ポートしてくれたし、私がやりたいと思うことに

対しては必死で応援してくれて必要な環境を作っ

てくれました。その中で親が伝えたかったのは、

「何か一つ自分で決めたことはそれを中途半端に

投げ出すな」ということだったと思います。柔道

に限らず、継続して取り組むことの大切さを見つ

けてほしかったのかな。何事でも途中でやめてし

まったら中途半端で終わってしまうということは

大人になっても大切な教訓になっています。

―柔道で一番になるということは子供の頃に夢見

ていましたか？

どちらかというと一つひとつ目の前の目標を立て

ていたので、小学生時代は全国大会に出場するこ

とが目標でした。小・中学生のレベルでは、県大

会で優勝できれば全国大会も見えてくるので、ま

ずは県大会で優勝することを目標に、一つひとつ

ステップアップしていきたいなと思っていました。

―試合で悔しい思いをしたり、うまくいかないと

思うこともあったと思います。

試合で負けてしまったときは本当に悔しいです。ただ、

「次勝つためにはどうしたらいいんだろう」、「次は絶

対勝ちたい」という思いで柔道を続けてきました。全

国大会を目標にして、県で一番になりたいと思っても

そうなれなかった悔
くや

しさがあるから中学生で目標を達

成するために続けました。柔道を始めた時に親から

言われた「何か一つ決めたのであればしっかりやり遂
と

げなさい」という言葉の通りです。負けず嫌いだった

ので、中
ちゅうと

途半
は ん ぱ

端で投げ出すということはしたくなくて、

目標を達成するために諦めずにやるという姿勢があっ

たと思います。

―中学生でも柔道を続けた原動力は負けず嫌いな

性格と悔しい気持ちだったのですね。

自分が立てた目標を達成していなかったので、そ

れを達成するために続けました。中学時代は、柔

道だけでは進学できないと思っていたので、勉強

も必死に取り組んでいました。ただ、柔道に全力

で取り組むということは怠
おこた

らなかったし、その延

長線上で敗れてしまった悔しさもあったので高校

でも柔道を続けたいと思って、柔道の道を選びま

した。何事にも全力で取り組んでいれば、逆に選

択肢が広がるし、色々な方向性を持てると考え、

そのことが将来生きてくると思って取り組んでい

ました。一つのことを極
きわ

めるために全力で頑張っ

ているからこそ他のことも諦めずに頑張れるとい

う姿勢を大事にしてきました。

―そんな新井選手でも途中で投げ出したいなと

思ったこともありましたか？

何度もあります、勝ち負けの世界ですから。でも、

そこで諦めてしまったらこれまで頑張ってきた自

分が勿
もったい

体ないなと。それでも悔しかった自分は

ずっと残っているので、その姿に少しでも成長し

た姿が上書きされるように取り組んで来ました。

諦めそうになっても絶対にやり遂げるんだという

のは大人になっても生きていると思います。

柔道が育む人間性

―コロナ禍はどのように過ごしていましたか？

活動に制限がある中で、自分自身の成長に重点を

置けるように時間を充
あ

てていました。体力作りで

あったり、海外勢との試合を研究して課題や弱点

の洗い出しを行って、どうしたら勝てるかを考え

ました。なかなか計画通りに事が運ばないことも

あるので、葛
かっとう

藤もありましたが、開き直って今で

きることを精一杯取り組もう、必ずオリンピック

に生きてくるという思いでいました。

―柔道の魅力とは？

柔道を通して人として成長できる人間性の部分だ

と思います。私は、人間力の向上がないと競技力

の向上もないと思っていて、強ければいいという

ものではないし、やはり「精
せいりょくぜんよう

力善用」「自
じ た き ょ う え い

他共栄」

で他者への敬意や思いやりといったことに繋が

り、そういうことを大事にするからこそ成り立っ

ているものだと思います。柔道を通して学んでい

くことが後の自分の人生に生きてくることが多く

あるので、そういった奥深さを年々理解できるよ

うになるかなと思っています。まだまだ学ぶ姿勢

は忘れずに進んでいきたいです。
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柔道を“楽しむ”少女から
“勝ちたい”と思うように

―小学生時代はどのような選手でしたか？

小学 5・6 年生くらいまではずっと一回戦敗退で

した。本当に純粋に柔道を楽しんでいる女の子と

いう感じで、友達に会うことだったりとか、試合

だったらお母さんが作るお弁当とかそういうのを

楽しみに体を動かしに道場へ行っていました。

―勝負を意識し始めたのは？

真剣に試合で勝ちたいなと思い始めたのが 4 年生

くらい。そこから練習を積んで、ようやく 5・6

年生で力がついて勝てるようになりました。その

頃から中学生の練習に参加したり、一緒にトレー

ニングをするようになって、純粋に“ 強くなり

たい ” という気持ちが芽生えてきました。

―試合で勝ちたいと思ったきっかけは？

3 歳上の兄が載った新聞を祖父の部屋に飾ってあ

るのをみて、“ 私も新聞に載るようになりたい ”

と思ったのです。その時に「そのためにはもっと

強くならなきゃいけないんだよ」と親に言われた

ことですね。

――勝ちを目指す中で意識していたことは？

試合で勝ちたいと思うようになると、この技を習

得したいという気持ちだったり、稽古でも必死で

強い人たちに当たりにいって、くらいついて、何

度投げられても相手にも膝を着かせるくらいまで

いけたらいいなっていう意欲が出てくるもので

す。その気持ちを大事にしてとにかく真剣に練習

に取り組むことです。

―練習以外でも柔道の映像や大会にもいかれた？

大会を見に行って選手と触れ合う機会もなけれ

ば、自ら試合会場に足を運ぶということはしませ

んでした。当時の私にとって柔道は、必死で取り

組むことの中の一つだったので、強くなりたい一

心で練習に打ち込んでいました。両親が柔道未経

験者だったことや周囲の環境からもいわゆる柔道

一色の生活ではなかったのでシンプルに“ 柔道を

習いたい ” という気持ちからスタ―トしました。

大切なのは“何事も一度決めたら
最後までやりきる ”こと

―柔道を始めた時にご両親から言われたことはあ

りますか？

「何かを始めるのであれば最後までやりきりなさ

い」と言われていました。それがたまたま柔道だっ

たというだけであって、他のスポーツに触れ合っ

ていればそこで一生懸命やっていたと思います。

最初は楽しみながらスタートしましたが、両親は

徐々に一生懸命取り組んでいく私の姿を見てサ

ポートしてくれたし、私がやりたいと思うことに

対しては必死で応援してくれて必要な環境を作っ

てくれました。その中で親が伝えたかったのは、

「何か一つ自分で決めたことはそれを中途半端に

投げ出すな」ということだったと思います。柔道

に限らず、継続して取り組むことの大切さを見つ

けてほしかったのかな。何事でも途中でやめてし

まったら中途半端で終わってしまうということは

大人になっても大切な教訓になっています。

―柔道で一番になるということは子供の頃に夢見

ていましたか？

どちらかというと一つひとつ目の前の目標を立て

ていたので、小学生時代は全国大会に出場するこ

とが目標でした。小・中学生のレベルでは、県大

会で優勝できれば全国大会も見えてくるので、ま

ずは県大会で優勝することを目標に、一つひとつ

ステップアップしていきたいなと思っていました。

―試合で悔しい思いをしたり、うまくいかないと

思うこともあったと思います。

試合で負けてしまったときは本当に悔しいです。ただ、

「次勝つためにはどうしたらいいんだろう」、「次は絶

対勝ちたい」という思いで柔道を続けてきました。全

国大会を目標にして、県で一番になりたいと思っても

そうなれなかった悔
くや

しさがあるから中学生で目標を達

成するために続けました。柔道を始めた時に親から

言われた「何か一つ決めたのであればしっかりやり遂
と

げなさい」という言葉の通りです。負けず嫌いだった

ので、中
ちゅうと

途半
は ん ぱ

端で投げ出すということはしたくなくて、

目標を達成するために諦めずにやるという姿勢があっ

たと思います。

―中学生でも柔道を続けた原動力は負けず嫌いな

性格と悔しい気持ちだったのですね。

自分が立てた目標を達成していなかったので、そ

れを達成するために続けました。中学時代は、柔

道だけでは進学できないと思っていたので、勉強
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ポートしてくれたし、私がやりたいと思うことに

対しては必死で応援してくれて必要な環境を作っ

てくれました。その中で親が伝えたかったのは、

「何か一つ自分で決めたことはそれを中途半端に

投げ出すな」ということだったと思います。柔道

に限らず、継続して取り組むことの大切さを見つ

けてほしかったのかな。何事でも途中でやめてし

まったら中途半端で終わってしまうということは

大人になっても大切な教訓になっています。

―柔道で一番になるということは子供の頃に夢見

ていましたか？

どちらかというと一つひとつ目の前の目標を立て

ていたので、小学生時代は全国大会に出場するこ

とが目標でした。小・中学生のレベルでは、県大

会で優勝できれば全国大会も見えてくるので、ま

ずは県大会で優勝することを目標に、一つひとつ

ステップアップしていきたいなと思っていました。

―試合で悔しい思いをしたり、うまくいかないと

思うこともあったと思います。

試合で負けてしまったときは本当に悔しいです。ただ、

「次勝つためにはどうしたらいいんだろう」、「次は絶

対勝ちたい」という思いで柔道を続けてきました。全

国大会を目標にして、県で一番になりたいと思っても

そうなれなかった悔
くや

しさがあるから中学生で目標を達

成するために続けました。柔道を始めた時に親から

言われた「何か一つ決めたのであればしっかりやり遂
と

げなさい」という言葉の通りです。負けず嫌いだった

ので、中
ちゅうと

途半
は ん ぱ

端で投げ出すということはしたくなくて、

目標を達成するために諦めずにやるという姿勢があっ

たと思います。

―中学生でも柔道を続けた原動力は負けず嫌いな

性格と悔しい気持ちだったのですね。

自分が立てた目標を達成していなかったので、そ

れを達成するために続けました。中学時代は、柔

道だけでは進学できないと思っていたので、勉強

も必死に取り組んでいました。ただ、柔道に全力

で取り組むということは怠
おこた

らなかったし、その延

長線上で敗れてしまった悔しさもあったので高校

でも柔道を続けたいと思って、柔道の道を選びま

した。何事にも全力で取り組んでいれば、逆に選

択肢が広がるし、色々な方向性を持てると考え、

そのことが将来生きてくると思って取り組んでい

ました。一つのことを極
きわ

めるために全力で頑張っ

ているからこそ他のことも諦めずに頑張れるとい

う姿勢を大事にしてきました。

―そんな新井選手でも途中で投げ出したいなと

思ったこともありましたか？

何度もあります、勝ち負けの世界ですから。でも、

そこで諦めてしまったらこれまで頑張ってきた自

分が勿
もったい

体ないなと。それでも悔しかった自分は

ずっと残っているので、その姿に少しでも成長し

た姿が上書きされるように取り組んで来ました。

諦めそうになっても絶対にやり遂げるんだという

のは大人になっても生きていると思います。

柔道が育む人間性

―コロナ禍はどのように過ごしていましたか？

活動に制限がある中で、自分自身の成長に重点を

置けるように時間を充
あ

てていました。体力作りで

あったり、海外勢との試合を研究して課題や弱点

の洗い出しを行って、どうしたら勝てるかを考え

ました。なかなか計画通りに事が運ばないことも

あるので、葛
かっとう

藤もありましたが、開き直って今で

きることを精一杯取り組もう、必ずオリンピック

に生きてくるという思いでいました。

―柔道の魅力とは？

柔道を通して人として成長できる人間性の部分だ

と思います。私は、人間力の向上がないと競技力

の向上もないと思っていて、強ければいいという

ものではないし、やはり「精
せいりょくぜんよう

力善用」「自
じ た き ょ う え い

他共栄」

で他者への敬意や思いやりといったことに繋が

り、そういうことを大事にするからこそ成り立っ

ているものだと思います。柔道を通して学んでい

くことが後の自分の人生に生きてくることが多く

あるので、そういった奥深さを年々理解できるよ

うになるかなと思っています。まだまだ学ぶ姿勢

は忘れずに進んでいきたいです。

2019年全日本選抜柔道体重別選手権大会 東京2020オリンピック競技大会

写真提供：国際柔道連盟、ベースボール・マガジン社「近代柔道」第60回全国高等学校総合体育大会（全国大会初優勝）
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1	 	 目　　的	 	わが国の将来を担う小学生の心身ともに健全な育成を目指し、児童相互の交流・親睦及び正しい柔道の
普及・発展を期する。また、将来の日本柔道を背負う､ ジュニア選手育成を目的とする。

2	 	 主　　催	 公益財団法人全日本柔道連盟
3	 	 主　　管	 大阪府柔道連盟
4	 	 後　　援	 スポーツ庁（申請中）・公益財団法人講道館・公益財団法人日本スポーツ協会
	 	 	 一般財団法人東京スポーツ新聞格技振興財団・読売新聞社・堺市（予定）
5	 	 日　　時	 2021年8月29日（日）　午前10時00分	開会式　15時00分	終了予定
6	 	 会　　場	 堺市立大浜体育館・大浜武道館
	 	 	 〒590-0974	大阪府堺市堺区大浜北町5丁目7番1号（大浜公園内）　℡072-225-4421
7	 	 実施種別	 ①小学6年生男子45㎏級　　　②小学6年生男子65㎏級　　　③小学6年生男子65㎏超級
	 	 	 ④小学6年生女子40㎏級　　　⑤小学6年生女子55㎏級　　　⑥小学6年生女子55㎏超級
8	 	 参加資格	 （1）	全日本柔道連盟競技者登録をしている者であり、各都道府県柔道連盟（協会）が選考した各種別1名

とする。但し、開催地においては各種別に 2名が参加できる。
	 	 	 （2）選手の年齢区分は次の通りとする。
	 	 	 	 小学6年生の部 :2009年4月2日以降に生まれた者
	 	 	 	 ※但し、帰国子女等についてはこの年齢制限を適用せず、学年齢による種別に出場できる。
	 	 	 （3）「監督」は全日本柔道連盟公認指導者資格（B指導員以上）を保有し、全柔連登録をしている者とする。	
	 	 	 原則として、監督は男女それぞれ 1名ずつとするが、男女兼ねて 1名でも可とする。

	 	 	 	 	「コーチ」は全日本柔道連盟公認指導者資格（C指導員以上）を保有し、全柔連登録をしている者と
する。コーチは最大4名までエントリーすることができる。

	 	 	 	 「引率者」は選手の保護者等が観客席のみで観戦することができる。
	 	 	 	 	1 チームあたり選手 ID 最大6枚、監督 ID 最大2枚、コーチ ID 最大4枚、引率者 ID 最大6名を発

行するが、各指導者（監督・コーチ）は写真入り全柔連登録証を持参し、IDカードと共に提示した
者のみが試合場フロアに入場できる。※引率者 IDは観客席のみ。

	 	 	 （4）	各都道府県連盟・協会は、選手本人の出場意志を確認し、健康に十分な配慮を行い、保護者の承認
を得ること。

9	 	 試合方法	 （1）国際柔道連盟試合審判規程及び「国内における少年大会特別規程」を適用する。
	 	 	 （2）試合時間は 3分間とし、トーナメント戦で行う。
	 	 	 （3）	勝敗の決定基準は「一本」「技あり」「僅差」「判定」とする。「僅差」とは、双方の選手間に技によ

る評価（技あり）がない、又は同等の場合、「指導」差が 2以上あった場合に少ない選手を「僅差」
による優勢勝ちとする。1差以下であれば旗判定で勝敗を決定する。（延長戦は行わない）

	 	 	 	 　（「指導」数によって勝敗が決する例 =0対2）
	 	 	 	 　（「指導」数に差が出ても判定になる例 =0対1、1対2）
	 	 	 （4）本大会は、4間四方（32畳）の試合場で行う。
	 	 	 （5）試合時に使用する紅白紐は各自で準備すること。
10		 計　　量	 日時 :8月28日（土）16:00~17:00（非公式計量15:30~16:00）
	 	 	 場所 :堺市立大浜体育館・大浜武道館（男子:1階アリーナ　女子:2階柔道場剣道場）
	 	 	 ※公式計量は 1回のみの測定とする。非公式計量の時間中に必ず確認しておくこと。
11		 参加申込	 	①参加申込書類
	 	 	 　	7月30日（金）までに、所定の申込書により都道府県柔道連盟がまとめてメールにて申し込むこと。

申込書データは全柔連HPよりダウンロードすること。また、出場同意書に記載された新型コロナ感染
拡大防止対策について、よく読んで遵守すること。なお、出場同意書は保護者が署名押印し、都道府
県柔道連盟がまとめて原本を郵送にて提出すること。出場同意書の提出がない場合は出場を認めない。

	 	 	 ②健康記録表および各種同意書の提出について
	 	 	 　	新型コロナウイルス感染症におけるクラスターの発生を予防し、もし感染が発生した場合の濃厚接触

者の追跡を容易にするため、すべての大会参加者は、大会2週間前（8月13日（金））からの体温と症
状の有無を記録した「健康記録表」（練習拠点となる道場の監督や指導者の署名を含む）を会場での受

大会要項	 2021年度第18回全国小学生学年別柔道大会

新型コロナウイルスの対応策について
標記大会では、無観客で開催し、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、会場に入場する選手、指導者等すべての入場者が健康記録表
を提出すること。詳細は、「2021年度第18回全国小学生学年別柔道大会における新型コロナウイルス感染症対策について」をご覧ください。
全日本柔道連盟主催大会は、「新型コロナウイルス感染症対策と柔道練習・試合再開の指針」に準拠し大会運営を行います。指針の最新版は、
全柔連HP（https://www.judo.or.jp/news/503/503/）に掲載をしておりますので、大会に参加する皆様は、必ず事前にお目通しいただき、感
染症対策を徹底したうえでのご参加をお願い致します。
また、今後指針の更新に当たり、大会要項を変更する可能性がございます。
大会開催に向けて準備を進めておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止になる場合がございますので予めご了承く
ださい。
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付時に提出すること。なお、提出しない場合には入場できないことがある。
12		 選手変更	 選手変更は、所定の用紙により 8月13日（金）12：00までに上記宛に届出があったものまで認める。
13		 ゼッケン	 各自で下記の要領で縫い付けること。（無ければ失格とする）
	 	 	 　①布地は白色（晒太綾）で、サイズは、横30cm~35cm、縦25cm~30cm。
	 	 	 　②	上部2/3 に苗字、下部1/3 に所属を表記する。書体は楷書で、ゴシック体

または明朝体を用いること。
	 	 	 　③男子は黒字、女子は赤字とする。
	 	 	 　④	縫い付けの場所は後襟から 5~10㎝下部とし、対角線にも強い糸で縫い付けること。
14		 組 合 せ	 8月上旬全柔連HP上で公開予定
15		 表　　彰	 各種別の優勝から第3位（2名）までを表彰する。
16		 諸 会 議	 （1）審判会議　8月29日（日）09:00 〜 09:30　大浜体育館・大浜武道館2階剣道場
	 	 	 （2）監督会議　8月28日（土）17:00 〜 17:30　大浜体育館・大浜武道館アリーナ
17		 練習会場	 堺市大浜体育館　8月28日（土）13:00 〜 16:00　8月29日（日）08:30 〜 09:30
18		 経費補助	 （1）参加選手6名分の交通費は、別に定める規定により主催者が補助をする。
	 	 	 	 ※支給方法については、別添資料を確認のこと。
	 	 	 （2）宿泊費は各自の負担とする。
	 	 	 （3）宿泊・お弁当斡旋を希望するチームは、7月7日（水）までに下記のサイトから申し込むこと。
	 	 	 	 https://sports.knt.co.jp/tour/2021/08/judo/
19		 傷害保険	 （1）主催者は、選手の傷害保険に加入し、その費用を負担する。
	 	 	 （2）	主催者は、大会中の不慮の負傷・疾病について応急処置を施し、傷害保険の範囲内で責任を負うも

のとする。
	 	 	 （3）	万が一の事故の発生に備え、参加選手各自で傷害保険に加入するなどして、万全の事故対策を立て

ておくこと。また、健康保険証を必ず持参すること。
20		 そ の 他	 （1）大切な成長過程にあることを重視し、減量を行ってはならない。
	 	 	 （2）	皮膚真菌症（トンスランス感染症）の発症の有無を各所属の責任において必ず確認すること。感染が

疑わしい、もしくは感染が判明した選手については、迅速に医療機関において、的確な治療を行な
うこと。もし、選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、大会へ出場ができない場合もある。

	 	 	 （3）脳振盪対応について、選手及び指導者は以下の事項を遵守すること。
	 	 	 	 	大会前1ヶ月以内に脳振盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。
	 	 	 	 	大会中、脳振盪を受傷した者は継続して当該大会に出場することは認めない。（受傷した時点で必ず

専門医を受診すること）
	 	 	 	 	練習再開に際しては、脳神経外科の診察を受け、許可を得ること。
	 	 	 	 	上記のいずれかに該当する選手がいる場合、指導者は必ず大会事務局へ事故報告書を提出すること。
	 	 	 （4）個人情報、肖像権の取り扱いについて
	 	 	 	 	参加申込書に記載された個人情報、競技結果、大会中に撮影された写真、または動画等の映像が、

大会プログラム、競技会場内外の掲示板等、全柔連ホームページ、大会ホームページ、セイコース
ポーツリンクに掲載される場合がある。また、その他の報道機関等により新聞、雑誌、テレビ局等
の企業により、試合を撮影した映像の中継・録画放送が、テレビ放映及びインターネット配信され
ることがある。

	 	 	 	 	提出された個人情報については、上記及び下記（5）の利用目的以外に利用しない。
	 	 	 	 	参加申込書の提出により、個人情報、競技結果、肖像権についての上記取り扱い、及び下記5に関

する承諾を得たものとして対応する。
	 	 	 （5）健康記録表の提出について
	 	 	 	 	今大会では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認すること

を目的とし、会場に入場する選手、指導者等すべての入場者が健康記録表を提出することとする。
	 	 	 	 	本記録表に記入頂いた個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場・

出場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用する。
	 	 	 	 	また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除き本人の同意を得ずに第三者に提供し

ない。但し、大会会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保
健所等に提供することがある。上記に基づき、参加可否を判断する。

	 	 	 	 	上記にご協力いただけない方は本大会に参加できないものとする。
	 	 	 （6）大会に関する問合わせ

苗字
都道府県

〒112-0003　東京都文京区春日1-16-30　講道館内　公益財団法人全日本柔道連盟　大会事業課　宛
TEL		03 -3818 -4392　FAX		03 -3812 -3995　　E-mail		taikai@judo.or.jp

大会要項	 2021年度第18回全国小学生学年別柔道大会
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公益財団法人 全日本柔道連盟

M
I
N
D

礼節

自立

高潔

品格



都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

北
海
道

男
子

監督 水見　秀紀 ミズミ ヒデノリ 尚志館當摩道場 Aライセンス
コーチ① 河田　隆盛 カワダ リュウセイ 函館柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 高橋　　清 タカハシ キヨシ 伊達柔道スポーツ少年団 Bライセンス
6年生 45㎏級 加藤　　廉 カトウ レン 尚志館當摩道場 155cm 42kg
6年生 65㎏級 河田　陽登 カワダ ハルト 函館柔道スポーツ少年団 160cm 65kg
6年生 65㎏超級 越橋　　禅 イツハシ ゼン 伊達柔道スポーツ少年団 162cm 75kg

女
子

監督 西山　智之 ニシヤマ トモユキ 西山道場柔道少年団 Aライセンス
コーチ① 工藤　博之 クドウ ヒロユキ 光洋館工藤道場 Bライセンス
コーチ② 佐藤　大輔 サトウ ダイスケ 直心館柔道少年団 Bライセンス
6年生 40㎏級 石井　凜果 イシイ リンカ 直心館柔道少年団 152cm 39kg
6年生 55㎏級 酒井　千春 サカイ チハル 西山道場柔道少年団 150cm 47kg
6年生 55㎏超級 川村心乃美 カワムラ コノミ 光洋館工藤道場 160cm 64kg

青
森
県

男
子

監督 坂本　豪世 サカモト タケツグ 車力柔道少年団 Bライセンス
コーチ① 野田頭甲児 ノダガシラ コウジ 東北町分団 Cライセンス
コーチ② 坂本　拓児 サカモト タクジ 柔道場養気塾 Cライセンス
6年生 45㎏級 坂本　志道 サカモト シドウ 柔道場養気塾 156cm 42kg
6年生 65㎏級 野田頭謙心 ノダガシラ ケンシン 東北町分団 165cm 64kg
6年生 65㎏超級 佐藤　慧珠 サトウ ケイジュ 車力柔道少年団 155cm 82kg

女
子

監督 工藤　　渉 クドウ ワタル 木造柔道少年団 Bライセンス
コーチ① 泉山　　翔 イズミヤマ ショウ 八戸市柔道少年団 Bライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 工藤　穂乃 クドウ ホノ 木造柔道少年団 155cm 40kg
6年生 55㎏級 山部　瑞生 ヤマベ ミズキ 小中野道場 160cm 54kg
6年生 55㎏超級 千葉　うた チバ ウタ 八戸市柔道少年団 160cm 66kg

岩
手
県

男
子

監督 森岡　　淳 モリオカ アツシ 北上修練館柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 久松　尚也 ヒサマツ ナオヤ 久慈市立三船十段記念館 Bライセンス
コーチ② 千葉　洋人 チバ ヒロト 盛岡柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 45㎏級 四作　周稜 シサク シュウイ 久慈市立三船十段記念館 164cm 45kg
6年生 65㎏級 千葉光太郎 チバ コウタロウ 盛岡柔道スポーツ少年団 156cm 54kg
6年生 65㎏超級 千葉　新太 チバ アラタ 北上修練館柔道スポーツ少年団 166cm 72kg

女
子

監督 渕向　慎一 フチムカイ シンイチ 盛岡柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 藤村　勇輔 フジムラ ユウスケ 盛岡柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 石川　喜寛 イシカワ ヨシヒロ 紫波柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 福田　乙葉 フクダ オトハ 盛岡柔道スポーツ少年団 147cm 38kg
6年生 55㎏級 菊池　優那 キクチ ユウナ 盛岡柔道スポーツ少年団 153cm 42kg
6年生 55㎏超級 石川　愛奈 イシカワ アイナ 紫波柔道スポーツ少年団 157cm 75kg

宮
城
県

男
子

監督 木村　清德 キムラ キヨノリ 宮城県柔道少年団 Aライセンス
コーチ① 永友　俊至 ナガトモ トシユキ 泉柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 日野　祐介 ヒノ ユウスケ 木村柔道館 Bライセンス
6年生 45㎏級 永友　義人 ナガトモ アキヒト 泉柔道スポーツ少年団 147cm 42kg
6年生 65㎏級 森田　　樹 モリタ イツキ 木村柔道館 157cm 61kg
6年生 65㎏超級 日野　幸成 ヒノ コウセイ 木村柔道館 160cm 79kg

女
子

監督 阿部　義弘 アベ ヨシヒロ 宮城県柔道少年団 Bライセンス
コーチ① 遠藤　　孝 エンドウ タカシ 豊里柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 菊地　英則 キクチ ヒデノリ 渡波柔道少年団 Bライセンス
6年生 40㎏級 遠藤日向子 エンドウ ヒナコ 豊里柔道クラブ 151cm 38kg
6年生 55㎏級 菊地　咲笑 キクチ サエ 渡波柔道少年団 150cm 44kg
6年生 55㎏超級 内村有生七 ウチムラ ユウナ 女川柔道スポーツ少年団 158cm 59kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

秋
田
県

男
子

監督 櫻田　浩幸 サクラダ ヒロユキ 土崎道場 Bライセンス
コーチ① 長岐　一也 ナガキ カズヤ 小猿部柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 小野　武志 オノ タケシ 小友唯心塾 Cライセンス
6年生 45㎏級 佐々木陽叶 ササキ ハルト 小友唯心塾 140cm 34kg
6年生 65㎏級 田中　悠翔 タナカ ユウト 小猿部柔道スポーツ少年団 163cm 55kg
6年生 65㎏超級 佐藤孝太郎 サトウ コウタロウ 鎌田道場 158cm 78kg

女
子

監督 渡辺　　明 ワタナベ アキラ 勝平柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 佐藤　長繁 サトウ オサシゲ 田沢湖慈愛館スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 織山　菜恵 オリヤマ ナエ 勝平柔道スポーツ少年団 153cm 39kg
6年生 55㎏級 畠山　　慧 ハタケヤマ サト 土崎道場 158cm 52kg
6年生 55㎏超級 佐藤亜耶希 サトウ アヤネ 田沢湖慈愛館スポーツ少年団 155cm 63kg

山
形
県

男
子

監督 馳尾　順一 ハセオ ジュンイチ 山形県柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 佐藤　　渡 サトウ ワタル 山形県柔道連盟 Bライセンス
コーチ② 清野　俊春 セイノ トシハル 山形県柔道連盟 Cライセンス
6年生 45㎏級 庄司　　光 ショウジ ヒカリ 櫛引柔道スポーツ少年団 157cm 44kg
6年生 65㎏級 清野　悠翔 セイノ ユウト 髙橋道場 153cm 50kg
6年生 65㎏超級 石川　騰冶 イシカワ トウヤ 柔道スポーツ少年団大道館 156cm 70kg

女
子

監督 村形　広二 ムラカタ コウジ 山形県柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 小鷹純一郎 コタカ ジュンイチロウ 山形県柔道連盟 Cライセンス
コーチ② 高橋　文祥 タカハシ フミヨシ 山形県柔道連盟 Bライセンス
6年生 40㎏級 小鷹　芽生 コタカ メイ 立川柔道スポーツ少年団 147cm 37kg
6年生 55㎏級 菅　　夏芽 カン ナツミ 最上柔道スポーツ少年団 154cm 44kg
6年生 55㎏超級 村形　柚姫 ムラカタ ユズキ 髙橋道場 160cm 57kg

福
島
県

男
子

監督 青栁　　匡 アオヤギ タダシ 郡山市柔道会 Bライセンス
コーチ① 先埼　利彦 センザキ トシヒコ 小野町柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 関口　　誉 セキグチ ホマレ 郡山市柔道会 Bライセンス
6年生 45㎏級 遠藤　有純 エンドウ アスマ 郡山市柔道会 149cm 41kg
6年生 65㎏級 吉田　優斗 ヨシダ ユウト 小野町柔道スポーツ少年団 163cm 53kg
6年生 65㎏超級 木幡　結翔 コワタ ユイト 郡山市柔道会 160cm 80kg

女
子

監督 上遠野芳勝 カトオノ ヨシカツ 小野町柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 鈴木　貴士 スズキ タカシ 石背柔道会 Cライセンス
コーチ② 鈴木　則男 スズキ ノリオ 勿来柔道会 Bライセンス
6年生 40㎏級 緑川茉愛桜 ミドリカワ マアサ 勿来少年柔道教室 145cm 39kg
6年生 55㎏級 佐藤　希海 サトウ ノゾミ 小野町柔道スポーツ少年団 157cm 54kg
6年生 55㎏超級 熊谷　美幸 クマガイ ミユキ 須賀川市石背柔道スポーツ少年団 153cm 66kg

茨
城
県

男
子

監督 石川　周三 イシカワ シュウゾウ 誠錬館 Bライセンス
コーチ① 酒井　一浩 サカイ カズヒロ 龍ヶ崎柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 北嶋　一雄 キタジマ カズオ 下館武道館 Cライセンス
6年生 45㎏級 安村　陸人 ヤスムラ リクト 下館武道館 136cm 42kg
6年生 65㎏級 山﨑　悠生 ヤマザキ ユウセイ 誠錬館 160cm 63kg
6年生 65㎏超級 岡本　煌栄 オカモト コウエイ 龍ヶ崎柔道スポーツ少年団 168cm 71kg

女
子

監督 池内　貴憲 イケウチ タカノリ 昭道館　池内道場 Bライセンス
コーチ① 柳　　英幸 ヤナギ ヒデユキ 舞鶴柔道クラブ Aライセンス
コーチ② 清水　雅美 シミズ マサミ 無心塾　飯島道場 Cライセンス
6年生 40㎏級 渡邊　愛理 ワタナベ アイリ 無心塾　飯島道場 141cm 38kg
6年生 55㎏級 菊池　美咲 キクチ ミサキ 舞鶴柔道クラブ 156cm 44kg
6年生 55㎏超級 阿部瑠梨華 アベ ルリカ 昭道館　池内道場 158cm 67kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

栃
木
県

男
子

監督 深澤　竜二 フカザワ リュウジ 栃木県柔道連盟 Aライセンス
コーチ① 藤崎　敏満 フジサキ トシミツ 未来塾 Bライセンス
コーチ② 長島　正和 ナガシマ マサカズ 野木町柔道クラブ Bライセンス
6年生 45㎏級 成田　　樹 ナリタ イツキ 未来塾 150cm 45kg
6年生 65㎏級 津田　春樹 ツダ ハルキ 野木町柔道クラブ 148cm 59kg
6年生 65㎏超級 大賀　太陽 オオガ タイヨウ 岩舟柔道会 156cm 69kg

女
子

監督 岡ノ谷晃右 オカノヤ コウスケ 足利修練塾岡ノ谷道場 Bライセンス
コーチ① 薗田　一夫 ソノダ カズオ 岩舟柔道会 Bライセンス
コーチ② 佐々木浩昭 ササキ ヒロアキ 大平町少年柔道クラブ Bライセンス
6年生 40㎏級 山内　　梓 ヤマウチ アズサ 大平町少年柔道クラブ 141cm 30kg
6年生 55㎏級 常見　風羽 ツネミ フウ 足利修練塾岡ノ谷道場 155cm 55kg
6年生 55㎏超級 村上　うた ムラカミ ウタ 矢板市柔道教室 162cm 56kg

群
馬
県

男
子

監督 田子　義信 タゴ ヨシノブ 前橋刑務所 Aライセンス
コーチ① 高木　啓光 タカギ ヒロミツ MD 柔道クラブ Bライセンス
コーチ② 荒巻　幸光 アラマキ ユキミツ 渋川中央柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 45㎏級 関口　　黎 セキグチ レイ MD 柔道クラブ 145cm 41kg
6年生 65㎏級 齋藤　正眞 サイトウ ショウマ MD 柔道クラブ 155cm 55kg
6年生 65㎏超級 下田　康太 シモダ コウタ 渋川中央柔道スポーツ少年団 153cm 70kg

女
子

監督 北條　広人 ホウジョウ ヒロト 大胡スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 今泉　光利 イマイズミ ミツトシ 赤堀柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 塩谷　宏介 シオヤ コウスケ 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 Bライセンス
6年生 40㎏級 橋本　琉花 ハシモト ルカ 前橋ジュニア柔道クラブ 142cm 37kg
6年生 55㎏級 大澤　青空 オオサワ ソラ 赤堀柔道スポーツ少年団 152cm 52kg
6年生 55㎏超級 林　未唯奈 ハヤシ ミイナ 伊勢崎市少年柔道クラブ楽心会 150cm 57kg

埼
玉
県

男
子

監督 飯田　純子 イイダ ジュンコ 川口市柔道連盟クラブ Bライセンス
コーチ① 鈴木　達也 スズキ タツヤ 新井道場 Bライセンス
コーチ② 武藤　　諭 ムトウ サトシ 川口市柔道連盟クラブ Bライセンス
6年生 45㎏級 奥　　悠晴 オク ユウセイ 川口市柔道連盟クラブ 141cm 42kg
6年生 65㎏級 髙橋　　迅 タカハシ ジン 新井道場 163cm 64kg
6年生 65㎏超級 小林　　陸 コバヤシ リク 川口市柔道連盟クラブ 165cm 70kg

女
子

監督 鈴木　志保 スズキ シホ 新井道場 Bライセンス
コーチ① 原田　靖也 ハラダ ヤスナリ 大宮立志塾 Bライセンス
コーチ② 照井　宏尚 テルイ ヒロナオ 梁道場 Cライセンス
6年生 40㎏級 山崎　初音 ヤマザキ ハツネ 新井道場 140cm 37kg
6年生 55㎏級 照井　稔咲 テルイ ミサキ 梁道場 152cm 45kg
6年生 55㎏超級 高松　　薫 タカマツ カオル 大宮立志塾 153cm 57kg

千
葉
県

男
子

監督 川端　美輪 カワバタ ミワ 千葉県柔道連盟育成部 Bライセンス
コーチ① 下村　好仁 シモムラ ヨシヒト 我孫子警察署少年柔道クラブ Aライセンス
コーチ② 田中　良明 タナカ ヨシアキ 至真館柔道クラブ Bライセンス
6年生 45㎏級 福田　悠真 フクダ ユウマ 我孫子警察署少年柔道クラブ 146cm 42kg
6年生 65㎏級 田中　靖大 タナカ セイダイ 至真館柔道クラブ 160cm 57kg
6年生 65㎏超級 川端　倫育 カワバタ トモナリ 中山柔道会 162cm 98kg

女
子

監督 花川　知己 ハナカワ トモミ 千葉県柔道連盟育成部 Bライセンス
コーチ① 城之内寛予 ジョウノウチ ヒロユキ 習志野柔道クラブ Bライセンス
コーチ② 武田　雅史 タケダ マサフミ 習志野柔道クラブ Cライセンス
6年生 40㎏級 佐藤　　朱 サトウ アカリ 武秀館　小坂道場 147cm 37kg
6年生 55㎏級 小川　舞桜 オガワ マオ 習志野柔道クラブ 161cm 54kg
6年生 55㎏超級 武田　桃佳 タケダ モモカ 習志野柔道クラブ 165cm 63kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

神
奈
川
県

男
子

監督 大友　隆雄 オオトモ タカオ 神奈川県柔道連盟 Aライセンス
コーチ① 田代　輝虎 タシロ テルトラ 一道館 Cライセンス
コーチ② 金井　一超 カナイ カズユキ 平柔スポーツ少年団 Bライセンス
6年生 45㎏級 貝瀬　大翔 カイセ ヒロト 一道館 143cm 43kg
6年生 65㎏級 梅野　幸軌 ウメノ コウキ 一道館 158cm 58kg
6年生 65㎏超級 久保山功太郎 クボヤマ コウタロウ 朝飛道場 157cm 72kg

女
子

監督 朝飛　　大 アサヒ ダイ 朝飛道場 Aライセンス
コーチ① 一杉　剛弘 ヒトスギ タカヒロ 小川道場 Cライセンス
コーチ② 岡崎　恒哉 オカザキ コウヤ 小見川道場 Cライセンス
6年生 40㎏級 石川　真衣 イシカワ マイ 平柔スポーツ少年団 143cm 37kg
6年生 55㎏級 村越美乃里 ムラコシ ミノリ 小川道場 156cm 53kg
6年生 55㎏超級 小島　向夏 コジマ コナツ 小見川道場 155cm 59kg

山
梨
県

男
子

監督 藤本　和幸 フジモト カズユキ 大月市柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 渡邊　　将 ワタナベ マサル まるや接骨院 Bライセンス
コーチ②
6年生 45㎏級 山崎　煌心 ヤマザキ カガキ まるや接骨院 148cm 43kg
6年生 65㎏級 大井　稜己 オオイ イズキ 初狩柔道スポーツ少年団 150cm 60kg
6年生 65㎏超級 常盤　優希 トキワ ユウキ 龍心館 158cm 76kg

女
子

監督 渡邊　易彦 ワタナベ ヤスヒコ 孝道塾 Bライセンス
コーチ① 遠藤　秀一 エンドウ シュウイチ 甲府柔道クラブ Bライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 岡　あやの オカ アヤノ 孝道塾 147cm 40kg
6年生 55㎏級 新井　萌留 アライ メル 甲府柔道クラブ 149cm 47kg
6年生 55㎏超級 雨宮琴ノ葉 アメミヤ コノハ 日下部柔道スポーツ少年団 158cm 84kg

東
京
都

男
子

監督 渡辺　茂樹 ワタナベ シゲキ 江東スポ館柔道倶楽部 Aライセンス
コーチ① 早坂　佑馬 ハヤサカ ユウマ 豆蔵柔道クラブ Bライセンス
コーチ② 澤　　　亨 サワ トオル 台東リバーサイド柔道クラブ Cライセンス
6年生 45㎏級 新井統二朗 アライ トウジロウ 鈴木道場 141cm 40kg
6年生 65㎏級 野上　虎鉄 ノガミ コテツ 江東スポ館柔道倶楽部 160cm 58kg
6年生 65㎏超級 山口　力也 ヤマグチ リキヤ 豆蔵柔道クラブ 163cm 69kg

女
子

監督 鈴木　康祐 スズキ コウスケ 鈴木道場 Bライセンス
コーチ① 新堀　英男 シンボリ ヒデオ 深川錬磨会 Cライセンス
コーチ② 向井　幹博 ムカイ ミキヒロ 春日柔道クラブ Aライセンス
6年生 40㎏級 伊藤　寧柚 イトウ シズク 深川錬磨会 147cm 38kg
6年生 55㎏級 加藤　歌桜 カトウ ウタ 春日柔道クラブ 157cm 49kg
6年生 55㎏超級 澤　　明音 サワ アカネ 台東リバーサイド柔道クラブ 171cm 82kg

新
潟
県

男
子

監督 加藤　國治 カトウ クニジ 上越市柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 薄田　秀広 ウスダ ヒデヒロ 葛塚柔道会 Bライセンス
コーチ② 小泉　純一 コイズミ ジュンイチ 葛塚柔道会 Cライセンス
6年生 45㎏級 宮尾　優輝 ミヤオ ユウキ 上越柔道クラブ 152cm 42kg
6年生 65㎏級 瀧澤　李虎 タキザワ リトラ 葛塚柔道会 162cm 56kg
6年生 65㎏超級 青栁　周弥 アオヤギ シュウヤ 長岡市柔道教室 162cm 79kg

女
子

監督 丸山　貴裕 マルヤマ タカヒロ 長岡市柔道会 Bライセンス
コーチ① 高地　　亮 タカチ リョウ 新発田市柔道連盟 Cライセンス
コーチ② 渡邉　有翔 ワタナベ ユウト 新潟中央柔道少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 渡邉　愛心 ワタナベ アコ 新潟中央柔道少年団 149cm 40kg
6年生 55㎏級 佐久間小春 サクマ コハル 新発田市柔道スポーツ少年団 152cm 46kg
6年生 55㎏超級 小泉　由愛 コイズミ ユメ 葛塚柔道会 157cm 61kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

長
野
県

男
子

監督 小宮山幸広 コミヤマ ユキヒロ 若穂柔剣道育成会 Bライセンス
コーチ① 新井　一幸 アライ カズユキ 東御市柔道教室 Cライセンス
コーチ② 増田　訓雄 マスダ ミチオ 須坂市柔道教室 Cライセンス
6年生 45㎏級 新井　瑠心 アライ リュウシン 東御市柔道教室 146cm 39kg
6年生 65㎏級 増田　　匠 マスダ タクミ 須坂市柔道教室 155cm 53kg
6年生 65㎏超級 新井　王賀 アライ オウガ 若穂柔剣道育成会 155cm 77kg

女
子

監督 岩下　貴士 イワシタ タカシ 旭日柔道場 Bライセンス
コーチ① 西川　陽一 ニシカワ ヨウイチ 滴水館道場 Bライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 長谷川碧良 ハセガワ キヨラ 旭日柔道場 150cm 38kg
6年生 55㎏級 中村　心乙 ナカムラ ミオ 滴水館道場 147cm 48kg
6年生 55㎏超級 西山　眞央 ニシヤマ マオ 滴水館道場 152cm 63kg

富
山
県

男
子

監督 関岡　邦夫 セキオカ クニオ 戸出柔道スポーツ少年団 Aライセンス
コーチ① 内河　健二 ウチカワ ケンジ 中田柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 古澤　克行 フルサワ カツユキ 柔心会 Cライセンス
6年生 45㎏級 関原　蒼汰 セキハラ ソウタ 柔心会 148cm 42kg
6年生 65㎏級 齋藤　翔太 サイトウ ショウタ 戸出柔道スポーツ少年団 153cm 64kg
6年生 65㎏超級 松田　伍生 マツダ イツキ 中田柔道スポーツ少年団 165cm 78kg

女
子

監督 立花　直人 タチバナ ナオト 柔心会 Bライセンス
コーチ① 高木　俊作 タカギ シュンサク さくら柔道塾 Bライセンス
コーチ② 古澤　百恵 フルサワ モモエ 柔心会 Cライセンス
6年生 40㎏級 川合　遥乃 カワイ ハルノ 柔心会 144cm 40kg
6年生 55㎏級 網谷　有紀 アミタニ ユキ さくら柔道塾 164cm 54kg
6年生 55㎏超級 古澤　未来 フルサワ ミライ 柔心会 152cm 70kg

石
川
県

男
子

監督 窪田　和樹 クボタ カズキ 窪田柔道倶楽部 Bライセンス
コーチ① 吉野　雅之 ヨシノ マサユキ 邑知少年柔道教室 Cライセンス
コーチ② 井前　本康 イマエ ホンコウ 輪島柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 釜谷爽太郎 カマタニ ソウタロウ 輪島柔道教室 139cm 38kg
6年生 65㎏級 酒井　政佳 サカイ マサヨシ 邑知少年柔道教室 158cm 53kg
6年生 65㎏超級 古谷周太郎 フルタニ シュウタロウ 窪田柔道倶楽部 155cm 66kg

女
子

監督 若狭　雄介 ワカサ ユウスケ 邑知少年柔道教室 Bライセンス
コーチ① 吉野　彰紀 ヨシノ アキノリ 邑知少年柔道教室 Bライセンス
コーチ② 宮本　忠浩 ミヤモト タダヒロ 松任柔道スポーツ少年団 Bライセンス
6年生 40㎏級 大西　　碧 オオニシ アオイ 松任柔道スポーツ少年団 147cm 38kg
6年生 55㎏級 中畠　美月 ナカバタケ ミヅキ 邑知少年柔道教室 151cm 48kg
6年生 55㎏超級 吉野　真桜 ヨシノ マオ 邑知少年柔道教室 152cm 57kg

福
井
県

男
子

監督 佐々木西盛 ササキ ニシモリ 柔整会少年柔道教室 Aライセンス
コーチ① 大柿　　実 オオガキ ミノル 金井学園ジュニア柔道クラブ Aライセンス
コーチ② 宇城　裕二 ウジョウ ユウジ 金井学園ジュニア柔道クラブ Bライセンス
6年生 45㎏級 定森　隆甫 サダモリ リュウスケ 金井学園ジュニア柔道クラブ 136cm 40kg
6年生 65㎏級 田畑　和諒 タバタ カズマ 柔整会少年柔道教室 160cm 63kg
6年生 65㎏超級 宮郷　航汰 ミヤゴウ コウタ 金井学園ジュニア柔道クラブ 151cm 80kg

女
子

監督 長田　康秀 ナガタ ヤスヒデ あわら柔道クラブ立志塾 Bライセンス
コーチ① 仲保　春義 ナカボ ハルヨシ 實心館仲保道場 Bライセンス
コーチ② 岩尾　邦宏 イワオ クニヒロ 鯖江柔道スポーツ少年団 Bライセンス
6年生 40㎏級 粟田友紀乃 アワタ ユキノ 實心館仲保道場 146cm 39kg
6年生 55㎏級 岩尾あかり イワオ アカリ 鯖江柔道スポーツ少年団 154cm 47kg
6年生 55㎏超級 長田　羽矢 ナガタ ハヤ あわら柔道クラブ立志塾 161cm 55kg
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法人・団体会員	 １口	 ５０，０００円
個人会員	 １口	 ５，０００円

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　　旭化成株式会社
株式会社東急ホテルズ　　ニッセイ保険エージェンシー株式会社　　日本中央競馬会

学校法人IGL学園IGL医療福祉専門学校	 愛知県実業柔道連盟	 公益社団法人愛知県柔道整復師会	 公益社団法人青森県柔道整復師会

株式会社内田組	 SISビジョン株式会社	 公益社団法人大阪府柔道整復師会	 株式会社オオヤギ

株式会社オフィスコーポレーション	 公益社団法人香川県柔道整復師会	 公益社団法人神奈川県柔道整復師会	 神奈川県柔道連盟警察地区

川崎市柔道協会	 北関東綜合警備保障株式会社	 公益社団法人岐阜県柔道整復師会	 京葉ガス株式会社

健心館畠中道場	 医療法人光仁会光仁会病院	 宗教法人髙念寺	 光文堂株式会社

興和ティムス株式会社	 興和ビルメンテナンス株式会社	 公益社団法人埼玉県柔道整復師会	 公益社団法人静岡県柔道整復師会

公益社団法人広島県柔道整復師会	 湘南地区柔道協会	 鈴木レディースクリニック	 関彰商事株式会社

公益財団法人全国高等学校体育連盟柔道専門部	 仙台接骨医療専門学校	 善道館	 株式会社ソーケン	

株式会社大興	 大和ハウス工業株式会社	 医療法人社団高橋胃腸科内科医院	 公益社団法人千葉県柔道整復師会

千葉県東部地区柔道会	 株式会社千葉薬品	 学校法人東海大学望星学塾	 東京広告株式会社

公益社団法人東京都柔道整復師会	 公益財団法人戸髙育英会	 公益社団法人栃木県柔道整復師会	 公益社団法人長野県柔道整復師会

公益社団法人新潟県柔道整復師会	 株式会社西鐵工所	 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社	 日本工学院八王子専門学校

公益社団法人日本柔道整復師会	 公益財団法人日本中学校体育連盟柔道競技部	 日本文化大學	 学校法人花田学園日本柔道整復専門学校

公益社団法人兵庫県柔道整復師会	 公益社団法人福岡県柔道整復師会	 株式会社不動テトラ	 株式会社ブレインズ・ネットワーク

公益社団法人北海道柔道整復師会	 株式会社マスキンズ増田金属工芸	 公益社団法人宮城県柔道整復師会	 公益社団法人山口県柔道整復師会

横須賀地区柔道協会	 学校法人米田学園	米田柔整専門学校	 有限会社林五	 匿名24社	

敬称略、地区順、五十音順

特典
１．法人・団体会員、個人会員ともに申込み

口数により、ゴールド会員（10口以上）、
シルバー会員（５～９口）、ブロンズ会員

（１～４口）の会員証を発行します。
２．本連盟が発行する機関誌を配布します。
３．本連盟公式ホームページ内にお名前を掲

載します。（匿名希望の方は掲載しません）

ご入会は公式ホームページ http://www.judo.or.jp から
所定の申込用紙をダウンロードし、下記の方法でお申し込みください。

（１）Ｅメール sanjyo@judo.or.jp
（２）ＦＡＸ 03-3812-3995
（３）郵送 〒112-0003
 東京都文京区春日1-16-30 講道館本館５階
 公益財団法人全日本柔道連盟　企画課宛

本連盟への賛助会費は、特定公益増進法人への寄附として取り扱われ、 
税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※詳しくは、全柔連事務局もしくは最寄りの税務署にお問合せください。

　嘉納治五郎師範が終生取り組まれた、礼節を重んじ、柔道を通じた人づくり。柔道で培った逞しさと品性、知性

といった精神性を併せ持つ、りっぱな青年をつくりあげて社会に送り出すことを目指しておられました。本連盟で

は、この原点に立ち返り、青少年の育成に取り組んでおります。賛助会員制度とは、みなさまから賜りましたご支

援をそのために活用させていただく制度です。柔道を愛するみなさまの深いご理解とご賛同をお待ちしております。

子どもたちの明日を育てるために
賛助会員募集

入会方法

会員の有効期間は入会した月より1年間となります。会員期限

年会費

2020年3月末現在

賛助会員一覧（法人・団体）



都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

静
岡
県

男
子

監督 菊池　　傑 キクチ スグル 大仁柔道会 Bライセンス
コーチ① 安竹　克好 ヤスタケ カツヨシ 柔好会 Bライセンス
コーチ② 中村　文憲 ナカムラ フミノリ 韮山柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 池田　英慎 イケダ エイシン 柔好会 145cm 44kg
6年生 65㎏級 神田　琉空 カンダ リク 韮山柔道教室 159cm 65kg
6年生 65㎏超級 星谷　愛彪 ホシヤ アイト 大仁柔道会 150cm 78kg

女
子

監督 川合　孝弘 カワイ タカヒロ 藤枝柔道倶楽部 Bライセンス
コーチ① 小野　　一 オノ ハジメ 小山町柔道連盟 Bライセンス
コーチ② 大石　夕貴 オオイシ ユウキ 袋井スポーツ協会柔道部 Bライセンス
6年生 40㎏級 福尾　理円 フクオ リオン 袋井スポーツ協会柔道部 145cm 37kg
6年生 55㎏級 永田　幸愛 ナガタ ユキア 小山町柔道連盟 149cm 45kg
6年生 55㎏超級 澤口　風花 サワグチ フウカ 藤枝柔道倶楽部 157cm 63kg

愛
知
県

男
子

監督 羽田野　剛 ハタノ ツヨシ 羽田野道場 Bライセンス
コーチ① 鈴木　道臣 スズキ ミチオミ 東海少年柔道教室 Bライセンス
コーチ② 柴田　道秀 シバタ ミチヒデ 柴田道場 Bライセンス
6年生 45㎏級 鈴木　太悟 スズキ ダイゴ 羽田野道場 153cm 44kg
6年生 65㎏級 冨田　大和 トミタ ヤマト 柴田道場 160cm 52kg
6年生 65㎏超級 下地　琉仁 シモジ リュウシン 東海少年柔道教室 164cm 111kg

女
子

監督 大石　　康 オオイシ ヤスシ 大石道場 Bライセンス
コーチ① 木村　重城 キムラ シゲシロ 県武道場 Bライセンス
コーチ② 六郷　雄平 ロクゴウ ユウヘイ 六郷道場 Cライセンス
6年生 40㎏級 社本　莉梛 シャモト マリナ 六郷道場 141cm 37kg
6年生 55㎏級 伊藤　　杏 イトウ アン 大石道場 155cm 52kg
6年生 55㎏超級 吉岡　心海 ヨシオカ ココミ 県武道場 157cm 75kg

岐
阜
県

男
子

監督 田中　智之 タナカ トモユキ 羽島柔道少年団 Bライセンス
コーチ① 纐纈　和輝 コウケツ カズキ 岐阜県柔道整復師会 Cライセンス
コーチ② 篠田　玲子 シノダ レイコ 岐阜北柔道クラブ Cライセンス
6年生 45㎏級 篠田　優成 シノダ ユウセイ 岐阜北柔道クラブ 143cm 42kg
6年生 65㎏級 岩崎康汰朗 イワサキ コウタロウ 神戸柔道クラブ 166cm 53kg
6年生 65㎏超級 纐纈三志朗 コウケツ サンシロウ 瑞浪修徳館 154cm 68kg

女
子

監督 赤座　豊康 アカザ トヨヤス 岐阜北柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 栗巣野　利 クリスノ サトシ 誠心館柔道クラブ Cライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 中村　星愛 ナカムラ セラ 岐阜北柔道クラブ 138cm 36kg
6年生 55㎏級 藤村　玲藍 フジムラ レア 岐阜北柔道クラブ 145cm 44kg
6年生 55㎏超級 反中　千陽 タンナカ チハル 誠心館柔道クラブ 152cm 73kg

三
重
県

男
子

監督 山村　幸雄 ヤマムラ ユキオ かわごえ柔塾道場 Aライセンス
コーチ① 瀬古　秀樹 セコ ヒデキ 松阪市武道館柔道教室 Bライセンス
コーチ② 關　　忠郎 セキ タダオ 久居柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 服部　丞喬 ハットリ ジョウスケ 松阪市武道館柔道教室 150cm 42kg
6年生 65㎏級 田中　　暖 タナカ ハル 久居柔道教室 163cm 64kg
6年生 65㎏超級 吉松　遼也 ヨシマツ リョウヤ 久居柔道教室 157cm 87kg

女
子

監督
コーチ① 川田　真吾 カワタ シンゴ 亀山柔道クラブ Cライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 橋爪仁智香 ハジヅメ ニチカ 紀宝柔道会 147cm 39kg
6年生 55㎏級 床辺羽衣香 トコナベ ウイカ 松阪市武道館柔道教室 154cm 49kg
6年生 55㎏超級
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法人・団体会員	 １口	 ５０，０００円
個人会員	 １口	 ５，０００円

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　　旭化成株式会社
株式会社東急ホテルズ　　ニッセイ保険エージェンシー株式会社　　日本中央競馬会

学校法人IGL学園IGL医療福祉専門学校	 愛知県実業柔道連盟	 公益社団法人愛知県柔道整復師会	 公益社団法人青森県柔道整復師会

株式会社内田組	 SISビジョン株式会社	 公益社団法人大阪府柔道整復師会	 株式会社オオヤギ

株式会社オフィスコーポレーション	 公益社団法人香川県柔道整復師会	 公益社団法人神奈川県柔道整復師会	 神奈川県柔道連盟警察地区

川崎市柔道協会	 北関東綜合警備保障株式会社	 公益社団法人岐阜県柔道整復師会	 京葉ガス株式会社

健心館畠中道場	 医療法人光仁会光仁会病院	 宗教法人髙念寺	 光文堂株式会社

興和ティムス株式会社	 興和ビルメンテナンス株式会社	 公益社団法人埼玉県柔道整復師会	 公益社団法人静岡県柔道整復師会

公益社団法人広島県柔道整復師会	 湘南地区柔道協会	 鈴木レディースクリニック	 関彰商事株式会社

公益財団法人全国高等学校体育連盟柔道専門部	 仙台接骨医療専門学校	 善道館	 株式会社ソーケン	

株式会社大興	 大和ハウス工業株式会社	 医療法人社団高橋胃腸科内科医院	 公益社団法人千葉県柔道整復師会

千葉県東部地区柔道会	 株式会社千葉薬品	 学校法人東海大学望星学塾	 東京広告株式会社

公益社団法人東京都柔道整復師会	 公益財団法人戸髙育英会	 公益社団法人栃木県柔道整復師会	 公益社団法人長野県柔道整復師会

公益社団法人新潟県柔道整復師会	 株式会社西鐵工所	 日鉄パイプライン＆エンジニアリング株式会社	 日本工学院八王子専門学校

公益社団法人日本柔道整復師会	 公益財団法人日本中学校体育連盟柔道競技部	 日本文化大學	 学校法人花田学園日本柔道整復専門学校

公益社団法人兵庫県柔道整復師会	 公益社団法人福岡県柔道整復師会	 株式会社不動テトラ	 株式会社ブレインズ・ネットワーク

公益社団法人北海道柔道整復師会	 株式会社マスキンズ増田金属工芸	 公益社団法人宮城県柔道整復師会	 公益社団法人山口県柔道整復師会

横須賀地区柔道協会	 学校法人米田学園	米田柔整専門学校	 有限会社林五	 匿名24社	

敬称略、地区順、五十音順

特典
１．法人・団体会員、個人会員ともに申込み

口数により、ゴールド会員（10口以上）、
シルバー会員（５～９口）、ブロンズ会員

（１～４口）の会員証を発行します。
２．本連盟が発行する機関誌を配布します。
３．本連盟公式ホームページ内にお名前を掲

載します。（匿名希望の方は掲載しません）

ご入会は公式ホームページ http://www.judo.or.jp から
所定の申込用紙をダウンロードし、下記の方法でお申し込みください。

（１）Ｅメール sanjyo@judo.or.jp
（２）ＦＡＸ 03-3812-3995
（３）郵送 〒112-0003
 東京都文京区春日1-16-30 講道館本館５階
 公益財団法人全日本柔道連盟　企画課宛

本連盟への賛助会費は、特定公益増進法人への寄附として取り扱われ、 
税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※詳しくは、全柔連事務局もしくは最寄りの税務署にお問合せください。

　嘉納治五郎師範が終生取り組まれた、礼節を重んじ、柔道を通じた人づくり。柔道で培った逞しさと品性、知性

といった精神性を併せ持つ、りっぱな青年をつくりあげて社会に送り出すことを目指しておられました。本連盟で

は、この原点に立ち返り、青少年の育成に取り組んでおります。賛助会員制度とは、みなさまから賜りましたご支

援をそのために活用させていただく制度です。柔道を愛するみなさまの深いご理解とご賛同をお待ちしております。

子どもたちの明日を育てるために
賛助会員募集

入会方法

会員の有効期間は入会した月より1年間となります。会員期限

年会費

2020年3月末現在

賛助会員一覧（法人・団体）





都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

滋
賀
県

男
子

監督 吉岡　貴弘 ヨシオカ タカヒロ 石山塾 Bライセンス
コーチ① 村井　章隆 ムライ アキタカ 成道会 Bライセンス
コーチ② 平尾　譲一 ヒラオ ジョウイチ 清心館 Cライセンス
6年生 45㎏級 河田　劉己 カワタ ミズキ 石山塾 155cm 45kg
6年生 65㎏級 日出慧太郎 ヒデ ケイタロウ 成道会 160cm 61kg
6年生 65㎏超級 岩永　英心 イワナガ エイシン 清心館 163cm 69kg

女
子

監督 大坪　俊裕 オオツボ トシヒロ 大阪府警察 Bライセンス
コーチ① 高松　良次 タカマツ ヨシツグ 湖南柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 村川　大樹 ムラカワ ダイキ 柔仁会 Bライセンス
6年生 40㎏級 西村　小春 ニシムラ コハル 湖南柔道スポーツ少年団 145cm 39kg
6年生 55㎏級 浅井蓬乃香 アサイ ホノカ 柔仁会 151cm 43kg
6年生 55㎏超級 大坪　咲結 オオツボ サユ 大津柔道協会 154cm 56kg

京
都
府

男
子

監督 中山　朋也 ナカヤマ トモヤ 八幡市柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 南崎　真穂 ミナミザキ マホ 志翔館道場 Bライセンス
コーチ② 岡本　和幸 オカモト カズユキ 東方館 Cライセンス
6年生 45㎏級 杉本　篤樹 スギモト アツキ 志翔館道場 140cm 38kg
6年生 65㎏級 本田京ノ丞 ホンダ キョウノスケ 東柔会 162cm 64kg
6年生 65㎏超級 大津　泰洋 オオツ タイヨウ 東方館 160cm 73kg

女
子

監督 堀　　典子 ホリ ノリコ 京都市学童柔道研究会 Bライセンス
コーチ① 織田　融次 オダ ユウジ 東柔会 Bライセンス
コーチ② 山口　藤樹 ヤマグチ フジキ 福知山成美高校 Bライセンス
6年生 40㎏級 織田佳々乃 オダ カガノ 東柔会 143cm 34kg
6年生 55㎏級 中村　愛梨 ナカムラ アイリ 的塲道場 154cm 54kg
6年生 55㎏超級

兵
庫
県

男
子

監督 仮屋　真吾 カリヤ シンゴ 姫路中央柔道教室 Bライセンス
コーチ① 阪本　範治 サカモト ノリハル 神戸少年柔道蟻クラブ Bライセンス
コーチ② 川野　浩司 カワノ コウジ 広畑柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 三隅　朔久 ミスミ サク 姫路中央柔道教室 155cm 44kg
6年生 65㎏級 木本　壮馬 キモト ソウマ 神戸少年柔道蟻クラブ 148cm 64kg
6年生 65㎏超級 大野　凱吏 オオノ カイリ 広畑柔道教室 167cm 76kg

女
子

監督 佐々木洋賢 ササキ ヨウケン 土曜柔道会 Bライセンス
コーチ① 髙橋　　潔 タカハシ キヨシ 姫路少年刑務所 Cライセンス
コーチ② 泉谷　啓登 イズタニ ケイト みなと学舎 Cライセンス
6年生 40㎏級 奴賀　楓奈 ヌカ フウナ 土曜柔道会 148cm 38kg
6年生 55㎏級 別所　柚希 ベッショ ユズキ 柔祐会 154cm 43kg
6年生 55㎏超級 山口　玲亜 ヤマグチ レア みなと学舎 158cm 75kg

奈
良
県

男
子

監督 井上　正広 イノウエ マサヒロ 幸心会正善館 Bライセンス
コーチ① 坂田　将和 サカタ マサカズ 五條五大館道場 Bライセンス
コーチ② 佐藤　潤也 サトウ ジュンヤ 大和高田市柔道連盟 Cライセンス
6年生 45㎏級 落石　　晃 オチイシ コウ 幸心会正善館 140cm 40kg
6年生 65㎏級 藤中　元気 フジナカ ゲンキ 大和高田市柔道連盟 160cm 62kg
6年生 65㎏超級 渡辺　奏音 ワタナベ カナト 五條五大館道場 155cm 70kg

女
子

監督 上島　誠治 ウエジマ セイジ 橿原市柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 谷川　紀勝 タニガワ ノリカツ 幸心会正善館 Cライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 池田　璃音 イケダ リン 幸心会正善館 148cm 38kg
6年生 55㎏級 米田　真莉 コメダ マリ 橿原市柔道クラブ 140cm 48kg
6年生 55㎏超級
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

和
歌
山
県

男
子

監督 大浦　　崇 オオウラ タカシ 西部柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 前田　敦史 マエダ アツシ 岩出市柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ② 大浦　角文 オオウラ カクフミ 西部柔道クラブ Cライセンス
6年生 45㎏級 柴本修之介 シバモト シュウノスケ 岩出市柔道スポーツ少年団 150cm 44kg
6年生 65㎏級 納谷寿輝哉 ナヤ ジュキヤ 西部柔道クラブ 144cm 64kg
6年生 65㎏超級 奥田　将己 オクダ ショウキ 西部柔道クラブ 177cm 117kg

女
子

監督 林　　真生 ハヤシ マサオ 錬心舘 Bライセンス
コーチ① 腹巻　宏一 ハラマキ コウイチ 紀柔館 Aライセンス
コーチ② 森　　雅孝 モリ マサタカ 和柔会道場 Bライセンス
6年生 40㎏級 栗林　楓花 クリバヤシ フウカ 紀柔館 145cm 39kg
6年生 55㎏級 中田　　奏 ナカタ カナデ 錬心舘 146cm 49kg
6年生 55㎏超級 中尾　莉子 ナカオ リコ 和柔会道場 148cm 58kg

鳥
取
県

男
子

監督 堀人　裕之 ホリヒト ヒロユキ 米子市柔道少年団 Bライセンス
コーチ① 圓岡　政春 マルオカ マサハル 大山柔道クラブ Cライセンス
コーチ②
6年生 45㎏級 池本　翔星 イケモト トア 大山柔道クラブ 137cm 38kg
6年生 65㎏級 中林　　勘 ナカバヤシ カン 米子市柔道少年団 153cm 60kg
6年生 65㎏超級 大橋　伊吹 オオハシ イブキ 米子市柔道少年団 161cm 74kg

女
子

監督 小谷　英樹 コダニ ヒデキ 福庭柔道教室 Aライセンス
コーチ① 西村　康平 ニシムラ コウヘイ 溝口柔道少年団 Bライセンス
コーチ② 丸山　　保 マルヤマ タモツ 琴浦町柔道教室 Cライセンス
6年生 40㎏級 西村　颯乃 ニシムラ ハヤノ 溝口柔道少年団 145cm 38kg
6年生 55㎏級 谷岡　美歩 タニオカ ミホ 福庭柔道教室 150cm 51kg
6年生 55㎏超級 門田実香子 カドタ ミカコ 琴浦町柔道教室 160cm 73kg

島
根
県

男
子

監督 新宮　源悦 シングウ ゲンエツ いずも花の郷柔道クラブ神成館 Bライセンス
コーチ① 齋藤　尚文 サイトウ ナオフミ 隠岐柔友会 Bライセンス
コーチ② 川上　和夫 カワカミ カズオ 古志原柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 池田　大晴 イケダ タイセイ 隠岐柔友会 150cm 43kg
6年生 65㎏級 藤田　伊織 フジタ イオリ 古志原柔道教室 158cm 58kg
6年生 65㎏超級

女
子

監督 田窪　隆範 タクボ タカノリ 開星柔道クラブ Aライセンス
コーチ① 足立　　聡 アダチ ソウ 松江柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 持田　　透 モチダ トオル 加茂柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 富田つぐみ トミタ ツグミ 開星柔道クラブ 134cm 33kg
6年生 55㎏級 足立　七星 アダチ ナナセ 松江柔道クラブ 146cm 48kg
6年生 55㎏超級 舩木　春樺 フナキ ハルカ 加茂柔道スポーツ少年団 154cm 80kg

岡
山
県

男
子

監督 河本　和三 コウモト カズミ 磐梨武道館 Bライセンス
コーチ① 乗本早希子 ノリモト サキコ 笠岡彰善館 Bライセンス
コーチ② 塚﨑　康之 ツカザキ ヤスユキ 生々館道場 Bライセンス
6年生 45㎏級 下山　航昇 シモヤマ コウショウ 磐梨武道館 149cm 41kg
6年生 65㎏級 中尾　奏太 ナカオ カナタ 笠岡彰善館 153cm 63kg
6年生 65㎏超級 山口凌次郎 ヤマグチ リョウジロウ 生々館道場 153cm 77kg

女
子

監督 牧野　貴仁 マキノ タカヒト 笠岡彰善館 Bライセンス
コーチ① 三村　真輝 ミムラ マサキ 鹿田柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 森本　浩之 モリモト ヒロユキ 磐梨武道館 Cライセンス
6年生 40㎏級 濵岡　　楓 ハマオカ カエデ 鹿田柔道スポーツ少年団 138cm 34kg
6年生 55㎏級 中村　結維 ナカムラ ユイ 笠岡彰善館 146cm 42kg
6年生 55㎏超級 原本　琉衣 ハラモト ルイ 磐梨武道館 153cm 57kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

広
島
県

男
子

監督 野﨑　義雄 ノザキ ヨシオ 庄原高南道場 Bライセンス
コーチ① 竹村　昂大 タケムラ コウダイ 有朋柔道塾 Cライセンス
コーチ② 三谷　正徳 ミタニ マサノリ 広柔道教室 Bライセンス
6年生 45㎏級 桶谷陽南斗 オケタニ ヒナト 有朋柔道塾 145cm 45kg
6年生 65㎏級 吉田　真太 ヨシダ シンタ 庄原高南道場 158cm 51kg
6年生 65㎏超級 窪　　将真 クボ ショウマ 広柔道教室 170cm 79kg

女
子

監督 坂本　誠二 サカモト セイジ 廿日市柔道連盟宮内支部 Bライセンス
コーチ① 荒滝　直洋 アラタキ ナオヒロ 熊野柔友会 Cライセンス
コーチ② 吉田　　清 ヨシダ キヨシ 八本松柔道教室 Aライセンス
6年生 40㎏級 荒滝　渚菜 アラタキ ナギサ 熊野柔友会 142cm 33kg
6年生 55㎏級 富永　虹美 トミナガ ナナミ 八本松柔道教室 155cm 44kg
6年生 55㎏超級 坂本　智春 サカモト チハル 廿日市柔道連盟宮内支部 157cm 70kg

山
口
県

男
子

監督 香月　　徹 カツキ トオル 下関警察柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 能見　智文 ノウミ トモフミ 暁柔道少年団 Cライセンス
コーチ②
6年生 45㎏級 竹下　快成 タケシタ カイセイ 暁柔道少年団 151cm 44kg
6年生 65㎏級 豊田祐士朗 トヨタ ユウジロウ 下関警察柔道スポーツ少年団 154cm 47kg
6年生 65㎏超級 能見　凪人 ノウミ ナギト 暁柔道少年団 151cm 72kg

女
子

監督 藤田　真司 フジタ シンジ 岩国少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 武田　大吾 タケダ ダイゴ 岩国少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ② 菅本　伸一 スガモト シンイチ 福川柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 河野　心詩 カワノ コノカ 岩国少年柔道クラブ 150cm 39kg
6年生 55㎏級 武田　桃佳 タケダ モモカ 岩国少年柔道クラブ 143cm 54kg
6年生 55㎏超級 玉野　朝海 タマノ アサミ 福川柔道スポーツ少年団 146cm 72kg

香
川
県

男
子

監督 六車　武倫 ムグルマ タケノリ 香川県柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 前川　和寛 マエカワ カズヒロ 三豊柔道会 Cライセンス
コーチ② 齋藤　裕也 サイトウ ユウヤ 鬼無柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 45㎏級 近藤　瑞己 コンドウ ミズキ 三豊柔道会 143cm 41kg
6年生 65㎏級 齋藤　流星 サイトウ リュウセイ 鬼無柔道スポーツ少年団 145cm 50kg
6年生 65㎏超級 樋笠　泰志 ヒガサ タイシ 牟礼柔道スポーツ少年団 162cm 75kg

女
子

監督 六車　武倫 ムグルマ タケノリ 香川県柔道連盟 Bライセンス
コーチ① 中村　卓史 ナカムラ タクシ 牟礼柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 西内　　理 ニシウチ タダシ 山田柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 岸上ひより キシウエ ヒヨリ 三木柔道スポーツ少年団 140cm 38kg
6年生 55㎏級 松原　希蒼 マツバラ ノア 牟礼柔道スポーツ少年団 151cm 42kg
6年生 55㎏超級 西内　樹乃 ニシウチ ジュノ 山田柔道スポーツ少年団 154cm 63kg

徳
島
県

男
子

監督 近藤　秀作 コンドウ シュウサク 藍住真導スポーツ少年団 Aライセンス
コーチ① 下久保聡彦 シモクボ アキヒコ 美馬市少年柔道教室 Cライセンス
コーチ② 岩朝　篤司 イワサ アツシ 藍住真導スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 45㎏級 岩朝　隼人 イワサ ハヤト 藍住真導スポーツ少年団 142cm 36kg
6年生 65㎏級 下久保漱亮 シモクボ ソウスケ 美馬市少年柔道教室 145cm 60kg
6年生 65㎏超級 中道　幸央 ナカミチ コオ 藍住真導スポーツ少年団 152cm 66kg

女
子

監督 三井　義隆 ミツイ ヨシタカ 上板柔友会 Bライセンス
コーチ① 木田　寿明 キダ トシアキ 北島町少年柔道教室 Cライセンス
コーチ② 近藤　忠夫 コンドウ タダオ 藍住真導スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 40㎏級 小柳　寧々 コヤナギ ネネ 北島町少年柔道教室 139cm 34kg
6年生 55㎏級 近藤わかば コンドウ ワカバ 藍住真導スポーツ少年団 151cm 43kg
6年生 55㎏超級 佐野はる乃 サノ ハルノ 上板柔友会 155cm 72kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

愛
媛
県

男
子

監督 田中　貴志 タナカ タカシ 松前柔道会 Bライセンス
コーチ① 小川　幸司 オガワ コウジ 皿ヶ嶺柔道会 Cライセンス
コーチ② 棟田　利幸 ムネタ トシユキ 棟田武道館 Aライセンス
6年生 45㎏級 小川　晃誠 オガワ コウセイ 皿ヶ嶺柔道会 147cm 41kg
6年生 65㎏級 重松頼偉斗 シゲマツ ライト 松前柔道会 154cm 62kg
6年生 65㎏超級 綱島　康翔 ツナジマ コウジ 棟田武道館 174cm 68kg

女
子

監督 堀内　誠治 ホリウチ セイジ 拓南柔道会 Bライセンス
コーチ① 石﨑　智也 イシザキ トモヤ 拓南柔道会 Bライセンス
コーチ② 谷村　誠紀 タニムラ セイキ 拓南柔道会 Cライセンス
6年生 40㎏級 西本　咲希 ニシモト サキ 拓南柔道会 147cm 37kg
6年生 55㎏級 西村　愛結 ニシムラ アユ 拓南柔道会 150cm 50kg
6年生 55㎏超級 岡崎　愛乃 オカザキ マノ 拓南柔道会 155cm 56kg

高
知
県

男
子

監督 坂野　　充 サカノ ミツル 南国少年柔道クラブ Aライセンス
コーチ① 清岡　栄一 キヨオカ エイイチ 土佐山田柔道クラブ Bライセンス
コーチ② 久保　将士 クボ マサシ 須崎柔道會 Cライセンス
6年生 45㎏級 近藤　大勢 コンドウ タイセイ 須崎柔道會 150cm 43kg
6年生 65㎏級 岡林　大翔 オカバヤシ ヤマト 土佐山田柔道クラブ 149cm 64kg
6年生 65㎏超級 濵田　來夢 ハマダ ライム 高知県柔道協会直轄道場武道館 160cm 100kg

女
子

監督 永田　良助 ナガタ リョウスケ 佐川少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 岩崎　　優 イワサキ ユウ 室戸少年防犯柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 中山　貴夫 ナカヤマ タカオ 高知県柔道協会直轄道場武道館 Cライセンス
6年生 40㎏級 古味　佳奈 コミ カナ 佐川少年柔道クラブ 150cm 39kg
6年生 55㎏級 川上　結友 カワカミ ユユ 室戸少年防犯柔道クラブ 147cm 46kg
6年生 55㎏超級

福
岡
県

男
子

監督 浦　　　愛 ウラ アイ 福岡県柔道協会 Bライセンス
コーチ① 浦　　智章 ウラ トモアキ 雷山柔道 Bライセンス
コーチ② 渋田　泰弘 シブタ ヤスヒロ 信和塾 Bライセンス
6年生 45㎏級 行武　侑昂 ユクタケ ユウキ 筑前町スポーツ少年団夜須柔道部 158cm 45kg
6年生 65㎏級 田中　　匠 タナカ タクミ 雷山柔道 156cm 58kg
6年生 65㎏超級 山口　　心 ヤマグチ シン 信和塾 163cm 90kg

女
子

監督 熊谷　岳也 クマガイ タケヤ 照葉柔道教室 Aライセンス
コーチ① 熊谷　　啓 クマガイ ケイ 筑前町スポーツ少年団夜須柔道部 Aライセンス
コーチ② 安谷　繁男 ヤスタニ シゲオ 古賀柔道クラブ Bライセンス
6年生 40㎏級 大澤　桜々 オオサワ ヤヤ 筑前町スポーツ少年団夜須柔道部 140cm 35kg
6年生 55㎏級 松岡　花樹 マツオカ ハンナ 照葉柔道教室 155cm 54kg
6年生 55㎏超級 山﨑　結乃 ヤマサキ ユノ 古賀柔道クラブ 150cm 59kg

佐
賀
県

男
子

監督 山口　浩二 ヤマグチ コウジ 嬉友館 Aライセンス
コーチ① 秀島　久夫 ヒデシマ ヒサオ 小城秀島道場 Bライセンス
コーチ② 赤石　　薫 アカイシ カオル 伊心館 Cライセンス
6年生 45㎏級 坂口　心紘 サカグチ シオン 伊心館 145cm 41kg
6年生 65㎏級 赤石　　舜 アカイシ シュン 伊心館 152cm 63kg
6年生 65㎏超級 川頭　龍成 カワズ リュウセイ 小城秀島道場 155cm 73kg

女
子

監督 江口　朋典 エグチ トモスケ 津武館 Bライセンス
コーチ① 大屋　　隆 オオヤ タカシ 有田警心館 Bライセンス
コーチ② 中村　由依 ナカムラ ユイ 三道会 Cライセンス
6年生 40㎏級 西　すみれ ニシ スミレ 有田警心館 150cm 38kg
6年生 55㎏級 大島しおり オオシマ シオリ 三道会 160cm 49kg
6年生 55㎏超級 平山　友彩 ヒラヤマ ユイ 伊心館 152cm 65kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

長
崎
県

男
子

監督 平井浩一郎 ヒライ コウイチロウ 修喩館道場 Aライセンス
コーチ① 松本　拓也 マツモト タクヤ 岐宿町柔道部 Bライセンス
コーチ② 南　　竜太 ミナミ リュウタ 愛野町少年柔道クラブ Cライセンス
6年生 45㎏級 平井　隆輝 ヒライ リュウキ 修喩館道場 150cm 45kg
6年生 65㎏級 松本　廉央 マツモト レオ 岐宿町柔道部 162cm 57kg
6年生 65㎏超級 内田　稔弥 ウチダ トシヤ 愛野町少年柔道クラブ 153cm 75kg

女
子

監督 桂　　雄剛 カツラ ユウゴ 修喩館道場 Bライセンス
コーチ① 金谷　明子 カナヤ アキコ 養心会少年柔道部 Bライセンス
コーチ② 鬼木　　淳 オニキ ジュン 相浦武道会 Cライセンス
6年生 40㎏級 南　　柚希 ミナミ ユズキ 愛野町少年柔道クラブ 150cm 39kg
6年生 55㎏級 牟田　桜雪 ムタ サユキ 相浦武道会 143cm 45kg
6年生 55㎏超級 金谷　　愛 カナヤ アイ 養心会少年柔道部 156cm 56kg

熊
本
県

男
子

監督 藤原　光史 フジワラ ミツフミ 光道場 Bライセンス
コーチ① 松村　直浩 マツムラ ナオヒロ 松龍館柔道場 Bライセンス
コーチ② 新宅　一成 シンタク カズナリ 長洲柔道塾 Cライセンス
6年生 45㎏級 岩尾　颯真 イワオ ソウマ 光道場 153cm 44kg
6年生 65㎏級 平島　煌靖 ヒラシマ コウセイ 長洲柔道塾 157cm 53kg
6年生 65㎏超級 堀田　　芯 ホリタ シン 松龍館柔道場 161cm 78kg

女
子

監督 清﨑　威朗 キヨサキ イツロウ 桜木柔道クラブ Aライセンス
コーチ① 和田　拓也 ワダ タクヤ 甲心館 Cライセンス
コーチ② 清﨑　将平 キヨサキ ショウヘイ 桜木柔道クラブ Cライセンス
6年生 40㎏級 村本桜梨菜 ムラモト サリナ 甲心館 150cm 40kg
6年生 55㎏級 友田　幸葵 トモダ ヨツバ 桜木柔道クラブ 160cm 53kg
6年生 55㎏超級 上野　瑠華 ウエノ ルカ 桜木柔道クラブ 156cm 64kg

大
分
県

男
子

監督 小倉　昌昭 オグラ マサアキ USA 小倉塾 Bライセンス
コーチ① 穐吉　和一 アキヨシ カズイチ 中津少年柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 相垣　洋平 アイガキ ヨウヘイ 日田市少年柔道クラブ Bライセンス
6年生 45㎏級 植山　栄志 ウエヤマ エイシ USA 小倉塾 146cm 44kg
6年生 65㎏級 出口　遥茉 デグチ ハルマ 中津少年柔道クラブ 154cm 53kg
6年生 65㎏超級 河津　未力 カワヅ ミチカ 日田市少年柔道クラブ 153cm 86kg

女
子

監督 平山　浩二 ヒラヤマ コウジ 挾間町少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 井本　佳太 イモト ケイタ USA 小倉塾 Cライセンス
コーチ② 佐藤　　誠 サトウ マコト 挾間町少年柔道クラブ Cライセンス
6年生 40㎏級 角　　沙織 スミ サオリ USA 小倉塾 149cm 39kg
6年生 55㎏級 菅原　　絆 スガワラ キズナ 日田市少年柔道クラブ 145cm 43kg
6年生 55㎏超級 佐藤　心美 サトウ ココミ 挾間町少年柔道クラブ 157cm 66kg

宮
崎
県

男
子

監督 鈴木　浩之 スズキ ヒロユキ 延岡少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 大束　正彦 オオツカ マサヒコ ミヤザキッズ Cライセンス
コーチ② 落合　考紀 オチアイ コウキ 生目道場 Cライセンス
6年生 45㎏級 佐藤　大護 サトウ ダイゴ 生目道場 146cm 44kg
6年生 65㎏級 小田将之介 オダ ショウノスケ ミヤザキッズ 156cm 56kg
6年生 65㎏超級 首藤　吉慶 シュトウ ヨシノリ 延岡少年柔道クラブ 160cm 84kg

女
子

監督 鈴木　浩之 スズキ ヒロユキ 延岡少年柔道クラブ Bライセンス
コーチ① 山下　浩一 ヤマシタ コウイチ 都城武道館 Cライセンス
コーチ② 首藤宝一郎 シュトウ ホウイチロウ 延岡少年柔道クラブ Cライセンス
6年生 40㎏級 黒木かりん クロギ カリン 延岡少年柔道クラブ 146cm 37kg
6年生 55㎏級 宮里　海璃 ミヤザト カイリ 都城武道館 156cm 49kg
6年生 55㎏超級 工藤　菜子 クドウ ナコ 延岡少年柔道クラブ 152cm 80kg
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都道府県 役職 / 階級  氏名 所属 ライセンス/身長･体重

鹿
児
島
県

男
子

監督 西郷　昌隆 サイゴウ マサタカ 柔心館道場 Aライセンス
コーチ① 中窪　幸男 ナカクボ サチオ 高山柔道スポーツ少年団 Cライセンス
コーチ② 榎谷　浩喜 エノキダニ コウキ 姶良柔道クラブ Aライセンス
6年生 45㎏級 川畑　楽翔 カワバタ ライト 柔心館道場 153cm 45kg
6年生 65㎏級 上内侍瑠稀 カミナイジ リュウキ 高山柔道スポーツ少年団 160cm 64kg
6年生 65㎏超級 新居田大翔 ニイダ ハルト 姶良柔道クラブ 165cm 78kg

女
子

監督 西郷　昌隆 サイゴウ マサタカ 柔心館道場 Aライセンス
コーチ① 阿部　光明 アベ ミツアキ 瀬戸内柔道連盟 Cライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 吉永　理音 ヨシナガ リオン 柔心館道場 148cm 40kg
6年生 55㎏級 吉村　真子 ヨシムラ マコ 柔心館道場 143cm 42kg
6年生 55㎏超級 高森　樹里 タカモリ ジュリ 瀬戸内柔道連盟 155cm 66kg

沖
縄
県

男
子

監督 真境名　健 マジキナ タケシ 宜野湾警察署スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ①

コーチ②
6年生 45㎏級 竹　　寛心 タケ ヒロト 宜野湾警察署スポーツ少年団 147cm 40kg
6年生 65㎏級 島袋　北斗 シマブクロ ホクト 沖縄尚学少年柔道教室 146cm 46kg
6年生 65㎏超級 真栄城弓吏 マエシロ ユンリ 沖縄尚学少年柔道教室 163cm 70kg

女
子

監督 泰川　雅典 ヤスカワ マサノリ 真柔会 Bライセンス
コーチ① 金城　正竜 キンジョウ マサタツ 糸満警察署少年柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 濱里　挙士 ハマザト タカシ 講道塾 Cライセンス
6年生 40㎏級 仲宗根未久 ナカソネ ミク 真柔会 143cm 39kg
6年生 55㎏級 仲田　陽咲 ナカダ ヒナタ 講道塾 141cm 51kg
6年生 55㎏超級 金城　徠奈 キンジョウ ライナ 糸満警察署少年柔道クラブ 153cm 58kg

大
阪
府

男
子

監督 永豊　和司 ナガトヨ カズシ 高石市柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 山内　三史 ヤマウチ ミツフミ 森ノ宮柔道クラブ Cライセンス
コーチ② 池永　信一 イケナガ シンイチ 高石市柔道スポーツ少年団 Cライセンス
6年生 45㎏級 池永　和喜 イケナガ カズキ 高石市柔道スポーツ少年団 153cm 44kg
6年生 65㎏級 山内　一功 ヤマウチ カズナリ 森ノ宮柔道クラブ 166cm 64kg
6年生 65㎏超級 丹羽　拓大 ニワ タクト 高石市柔道スポーツ少年団 168cm 88kg

女
子

監督 久保　良一 クボ リョウイチ 岬町柔道スポーツ少年団 Bライセンス
コーチ① 山口　真一 ヤマグチ シンイチ 加美道場 Bライセンス
コーチ② 福智　真人 フクチ マサト 柔剛会 Cライセンス
6年生 40㎏級 小島　怜紗 コジマ レイサ 柔剛会 145cm 38kg
6年生 55㎏級 丸尾　柚愛 マルオ ユズア 加美道場 145cm 45kg
6年生 55㎏超級 平井　穂夏 ヒライ ホノカ 岬町柔道スポーツ少年団 155cm 96kg

大
阪
府

男
子

監督 桂　　　剛 カツラ ゴウ 剛斗館 Bライセンス
コーチ① 北川　広美 キタガワ ヒロミ 剛斗館 Cライセンス
コーチ②
6年生 45㎏級 森田　琉心 モリタ リュウシン 高石市柔道スポーツ少年団 156cm 44kg
6年生 65㎏級 上川晃太朗 ウエカワ コウタロウ 剛斗館 154cm 65kg
6年生 65㎏超級 尾坐原泰斗 オザハラ タイト 剛斗館 163cm 82kg

女
子

監督 西　　卓郎 ニシ タクロウ 初柔会西塾 Bライセンス
コーチ① 西浜　　健 ニシハマ タケシ 柔剛会 Cライセンス
コーチ②
6年生 40㎏級 兵頭　紀沙 ヒョウドウ カズサ 剛斗館 139cm 39kg
6年生 55㎏級 堀本　　和 ホリモト ナゴミ 柔剛会 154cm 53kg
6年生 55㎏超級 須賀　愛結 スガ ミユウ 初柔会西塾 150cm 71kg
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全国小学生学年別柔道大会　過去大会結果

平成16年度第1回全国小学生学年別柔道大会　平成16年8月22日(日)　伊勢原市体育館

階　級

高藤　直寿 (栃木県) 丸山城志郎 (宮崎県) 関野　遥介 (神奈川県) 高市　賢悟 (愛媛県)

上田　轄麻 (岐阜県) 佐藤　和樹 (北海道) 遠藤　　翼 (新潟県) 鎌田　祐任 (香川県)

菊地　　秀 (東京都) 伊勢　将真 (北海道) 丸山　達也 (神奈川県) 大藤　干豪 (石川県)

古内　孝明 (宮城県) 内海　勇登 (千葉県) 鎌田　将輝 (埼玉県) 井之上　亮 (福岡県)

堤　さつき (東京都) 片桐　知美 (愛媛県) 工藤　千佳 (青森県) 堀　いくみ (愛知県)

井坂　希望 (干葉県) 諏訪　瑛子 (東京都) 村田夏南子 (愛媛県) 中山あゆみ (福岡県)

結城久美子 (宮崎県) 向　奈都美 (新潟県) 竹本　千紘 (山口県) 遠藤　宏美 (滋賀県)

浜砂　香澄 (宮崎県) 小泉　寛夏 (静岡県) 中村かおり (大阪府) 葛西　希望 (茨城県)

平成17年度第2回全国小学生学年別柔道大会　平成17年8月21日(日)　秋田県立武道館

階　級

大島　優磨 (徳島県) 香川　健吾 (広島県) 竹内　文汰 (福井県) 泉谷　僚児 (大阪府)

吉良　勝弥 (大分県) 宮川　嘉軌 (福井県) 中上　　駿 (大阪府) 山本　幸紀 (東京都)

髙藤　直寿 (栃木県) 高市　賢悟 (愛媛県) 斉藤　昂矢 (新潟県) 山尾 　 明 (福岡県)

長野　竜希 (高知県) 蓮池　慎吾 (兵庫県) 富沢　裕一 (埼玉県) 佐藤　和樹 (北海道)

松本千奈津 (大阪府) 向井　真琴 (長崎県) 臼井　　杏 (神奈川県) 田代　未来 (東京都)

吉田佳央理 (東京都) 橋本　朱未 (秋田県) 藤原　恵美 (兵庫県) 伊賀はる香 (京都府)

片桐　知美 (愛媛県) 唐木　遥香 (神奈川県) 堤　さつき (東京都) 志々目　愛 (鹿児島県)

桜井　悠香 (兵庫県) 井坂　希望 (千葉県) 渡部　紫織 (岐阜県) 村田夏南子 (愛媛県)

平成18年度第3回全国小学生学年別柔道大会　平成18年8月20日(日)　富山県射水市小杉総合体育センター

階　級

磯田　範仁 (宮崎県) 末木　貴将 (広島県) 井澤　広大 (栃木県) 小倉　拓実 (大分県)

薮内　慎吾 (岡山県) 鎌田　大輔 (埼玉県) 名垣浦佑太郎 (北海道) 藤井　靖剛 (富山県)

佐藤　正大 (福岡県) 大島　優磨 (徳島県) 村上　洋平 (愛媛県) 太田　佳希 (愛知県)

山本　幸紀 (東京都) 宮川　嘉軌 (福井県) 吉良　勝弥 (大分県) 廣重　雄己 (福岡県)

近藤　亜美 (愛知県) 小山亜利沙 (群馬県) 前嶋　愛弓 (埼玉県) 伊奈　郁乃 (静岡県)

安枝　香奈 (大分県) 横田あかり (兵庫県) 芳田　　司 (京都府) 堀　　歩未 (奈良県)

田代　未来 (東京都) 関　花菜子 (北海道) 松本千奈津 (大阪府) 石崎　真弥 (栃木県)

長内　香月 (富山県) 村上　実希 (岩手県) 飯塚　貴恵 (島根県) 橋本　朱未 (秋田県)

小学5年生
女子40㎏級

小学5年生
女子40㎏超級

小学6年生
女子45㎏級

小学6年生
女子45㎏超級

小学5年生
男子40㎏級

小学5年生
男子40㎏超級

小学6年生
男子45㎏級

小学6年生
男子45㎏超級

小学5年生
女子40㎏級

小学5年生
女子40㎏超級

小学6年生
女子45㎏級

小学6年生
女子45㎏超級

小学5年生
男子40㎏級

小学5年生
男子40㎏超級

小学6年生
男子45㎏級

小学6年生
男子45㎏超級

小学5年生
女子40㎏級

小学5年生
女子40㎏超級

小学6年生
女子45㎏級

小学6年生
女子45㎏超級

小学5年生
男子40㎏級

小学5年生
男子40㎏超級

小学6年生
男子45㎏級

小学6年生
男子45㎏超級

野木町柔道ｸﾗﾌﾞ 泰山学舎 愛柔会 伊予柔道会

聖心館平野道場 高畑道場 新潟中央柔道少年団 大内柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

春日柔道ｸﾗﾌﾞ 有櫛道場 相武館 田中錬正塾

大松沢練成館 明倫館杉崎道場 三郷少年柔道ｸﾗﾌﾞ 東福岡柔道教室

無限義塾 宇摩柔道会 五所川原柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 孝心館

武秀館小坂柔道場 春日柔道ｸﾗﾌﾞ 伊予柔道会 弘道館

泰山学舎 白根市柔道連盟 萩柔道少年団 大津柔道協会

泰山学舎 伊豆長岡柔道会 守口東部少年柔道教室 笠間柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

板野町柔道教室 可部道場 三国町柔道教室 ﾐｷﾊｳｽ柔道教室

臼杵市柔道連盟 敦賀市柔道 明武館田邊道場 吉田道場

野木町柔道ｸﾗﾌﾞ 伊予柔道会 黒崎柔道連盟 行橋柔道教室

和田道場 社柔道少年団 新井道場 高畑道場

OPJ柔道ｸﾗﾌﾞ 諏訪ノ森柔道教室 柔道上溝南塾 高尾警察

青梅市柔道連盟 能代弘道館 広畑柔道教室 宮島柔道教室

宇摩柔道会 室田道場 無限義塾 柔心館道場

宝心館少年柔道 武秀館小坂柔道場 岐阜中警察署柔道少年団 伊予柔道会

芦塚柔道場 廿日市市柔連佐伯支部 野木町柔道ｸﾗﾌﾞ USA　S.J.C

福岡道場 三郷少年柔道ｸﾗﾌﾞ 岩見沢柔道少年団 津沢柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

伊予双葉柔道会 羽田野道場

吉田道場 敦賀市柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 臼杵市柔連少年部 三潴スポ少柔道部

さくら柔道塾 順道館岩崎道場 出雲柔道教室 能代弘道館柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

大石道場 佐藤道場 江南学舎 伊豆長岡柔道会

USA　S.J.C 伊丹土曜柔道教室

第三位 第三位

高尾警察署少年柔道部 直心館苗穂柔道少年団 OPJ柔道ｸﾗﾌﾞ 野木町柔道ｸﾗﾌﾞ

円心道場 五條五大館道場

香月道場 阿波柔志館

優　勝 準優勝 第三位 第三位

優　勝 準優勝 第三位 第三位

優　勝 準優勝
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平成19年度第4回全国小学生学年別柔道大会　平成19年8月19日(日)　愛媛県武道館

階　級

大島　拓海 (徳島県) 渡部　晃輔 (埼玉県) 藤阪　泰恒 (東京都) 川田　修平 (愛知県)

植田　恭介 (奈良県) 山田　琢也 (福岡県) 玉置　　玉 (北海道) 坂東　　篤 (愛媛県)

磯田　範仁 (宮崎県) 井澤　広大 (栃木県) 西村　康佑 (埼玉県) 村上　遥輝 (福岡県)

森　　翔平 (宮崎県) 野地　礼一 (茨城県) 川村　晃大 (高知県) 折原虹之介 (千葉県)

立川　莉奈 (愛媛県) 千葉　未来 (群馬県) 髙橋　瑠衣 (東京都) 亀岡　妃香 (愛媛県)

堤　　直子 (東京都) 清水　亜海 (新潟県) 水野　恵奈 (愛知県) 平戸　杏奈 (福岡県)

仲保あかり (福井県) 藤原　愛恵 (東京都) 大畑　柚香 (埼玉県) 小山亜利沙 (群馬県)

春山　仁美 (千葉県) 内尾　真子 (愛知県) 芳田　　司 (京都府) 土井　雅子 (山口県)

平成20年度第5回全国小学生学年別柔道大会　平成20年8月24日(日)　浜松アリーナ

階　級

森下　北斗 (静岡県) 竹下　将樹 (宮崎県) 江河　康太 (福岡県) 赤江　一希 (群馬県)

川脇　　翼 (愛媛県) 菊池大史芽 (青森県) 前濱　忠大 (兵庫県) 小笠原雄也 (静岡県)

鎌田　魁翔 (北海道) 池田　海斗 (高知県) 成田　　俊 (青森県) 石川　勇太 (千葉県)

植田　恭介 (奈良県) 長谷川　誠 (北海道) 松井　巧希 (兵庫県) 大畑　公祐 (宮崎県)

鍋倉　那美 (兵庫県) 工藤　七海 (青森県) 辻田　愛佳 (大分県) 鈴木　茉莉 (静岡県)

冨田　若春 (東京都) 下條　華蓮 (福岡県) 富岡　実久 (徳島県) 坂口今日香 (長崎県)

山本　玲奈 (福岡県) 髙橋　瑠衣 (東京都) 千葉　未来 (群馬県) 亀岡　妃香 (愛媛県)

西尾　直子 (東京都) 山本絵玲奈 (福岡県) 清水　亜海 (新潟県) 山下　里奈 (鹿児島県)

平成21年度第6回全国小学生学年別柔道大会　平成21年8月23日(日)　松本市総合体育館

階　級

堤　　亮貴 (北海道) 石郷岡秀征 (茨城県) 今村　達哉 (大阪府) 小林　礼弥 (和歌山県)

粟野　諒平 (千葉県) 辻　　湧斗 (神奈川県) 冨安　一真 (福岡県) 加賀谷武弘 (長崎県)

古賀　颯人 (神奈川県) 立川　　新 (愛媛県) 佐藤　友哉 (広島県) 竹下　将樹 (宮崎県)

太田　彪雅 (栃木県) 竹村　昂大 (広島県) 大賀　興一 (茨城県) 島田　　陸 (千葉県)

武田　亮子 (京都府) 田中　美月 (兵庫県) 出村　花恋 (福井県) 松雪明日香 (佐賀県)

粂田　晴乃 石川県 小柳穂乃果 (長崎県) 岡田　　蛍 (兵庫県) 山本　千夏 (東京都)

辻田　愛佳 (大分県) 廣川　知夏 (埼玉県) 中島　璃久 (北海道) 藤山　未来 (愛媛県)

冨田　若春 (東京都) 畠石　香花 (茨城県) 小嶋　　億 (熊本県) 林　美七海 (和歌山県)

優　勝 準優勝 第三位 第三位

金井学園Jr柔道ｸﾗﾌﾞ 鈴木道場 五十嵐道場 佐藤道場

大村道場 伊予柔道会

明倫館杉﨑道場 大石道場 円心道場 萩柔道少年団

徳島市少年柔道教室 江南学舎 臥牛館道場 豊田市柔道会豊田教室

宇摩柔道会 佐藤道場

芦塚柔道場 野木町柔道ｸﾗﾌﾞ 川口市柔道連盟ｸﾗﾌﾞ 小倉東少年柔道ｸﾗﾌﾞ

怒濤館石津道場 本吉塾 岩美沢柔道少年団 棟田武道館

一心館菅谷道場 和田道場 柏南部青少年柔道会

臥牛館道場 両津柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 大岩道場 大刀洗豪武館

第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
男子45㎏超級

小学6年生
男子50㎏級

小学6年生
男子50㎏超級

小学5年生
女子40㎏級

小学5年生
女子40㎏超級

小学6年生
女子45㎏級

小学6年生
女子45㎏超級

芦塚柔道場

小学5年生
男子45㎏級 神士館 芦塚柔道場 宗像Jｸﾗﾌﾞ

優　勝 準優勝 第三位

小学6年生
男子50㎏級 直心館苗穂柔道少年団 宿毛支部 剛柔舘藤田道場

佐藤道場

小学5年生
男子45㎏超級 宇和柔道会 五所川原柔道少年団 稲美創武館 藤枝柔道倶楽部

小学5年生
女子40㎏級 広畑柔道教室 五所川原柔道少年団 USA SJC

須賀道場

小学6年生
男子50㎏超級 怒濤館石津道場 柳柔会高畑道場 天﨑講武会 芦塚柔道場

小学6年生
女子45㎏級 月隈少年柔道ｸﾗﾌﾞ 大村道場 佐藤道場

柔清会

小学5年生
女子40㎏超級 松前柔道塾 千代柔道育成会 小松島柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 琴海柔道ｸﾗﾌﾞ

登別誠有館有櫛道場 明野晴明館柔道会 恵武館 正木道場

伊予柔道会

小学6年生
女子45㎏超級 臥牛館道場 月隈少年柔道ｸﾗﾌﾞ 両津柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 南界柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学6年生
男子50㎏級 古賀塾 宇摩柔道会 可部道場 芦塚柔道場

優　勝 準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
女子40㎏級 宇治柔道会 広畑柔道教室 福井県立武道館武道学園柔道教室 鳥栖少年柔道会

小学5年生
男子45㎏超級 大原町少年柔道教室 朝飛道場 脩柔舘柔道育成会 福江武道館

小学6年生
女子45㎏級 USA SJC 江南柔道塾 釧路太平洋ｽﾎﾟｰﾂ少年団 宇摩柔道会

小学6年生
男子50㎏超級 岩舟柔道会 有朋柔道塾 力善柔道ｸﾗﾌﾞ 柴崎柔道ｸﾗﾌﾞ

小学6年生
女子45㎏超級 松前柔道塾 一心館菅谷道場 秀光塾 西部柔道ｸﾗﾌﾞ

小学5年生
女子40㎏超級 松任柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 大村柔道協会錬成会 長田柔道会 臥牛館道場
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平成22年度第7回全国小学生学年別柔道大会　平成22年8月22日(日)　北海道総合体育センター「きたえーる」

階　級

山中　堅盛 (東京都) 鈴木　康鷹 (神奈川県) 陶　　侑希 (和歌山県) 津嘉山 崇 (福岡県)

中里　勇斗 (北海道) 中島　大貴 (大分県) 利根　琢也 (福井県) 藤井　崚将 (北海道)

笠原　大雅 (福岡県) 飯田健太郎 (神奈川県) 稲垣　由生 (東京都) 小林　礼弥 (和歌山県)

辻　　湧斗 (神奈川県) 磯村　亮太 (愛知県) 粟野　諒平 (千葉県) 新井　　剛 (茨城県)

佐々木郁実 (北海道) 明石ひかる (宮城県) 山室　未咲 (兵庫県) 都留　麻瑞 (京都府)

上林山未来 (鹿児島県) 和田梨乃子 (兵庫県) 平田　　樹 (東京都) 下山　幸菜 (群馬県)

田中　美月 (兵庫県) 伊藤　友希 (滋賀県) 武田　亮子 (京都府) 出村　花恋 (福井県)

粂田　晴乃 石川県 岡田　　蛍 (兵庫県) 塔本　葵葉 (熊本県) 稲葉　瑞希 (茨城県)

平成23年度第8回全国小学生学年別柔道大会　平成23年8月28日(日)　大阪市中央体育館

階　級

中橋　大貴 (福井県) 長友　優樹 (神奈川県) 西願寺哲平 (東京都) 板東虎之輔 (徳島県)

浅野　史恩 (千葉県) 村尾三四郎 (茨城県) 土谷　颯太 (大分県) 今田　光星 (東京都)

山中　堅盛 (東京都) 陶　　侑希 (和歌山県) 狩野　伶太 (群馬県) 新井　涼平 (三重県)

山科　良悟 (三重県) 東部　直希 (大阪府) 中里　勇斗 (北海道) 利根　琢也 (福井県)

金　　知秀 (大阪府) 浦　　明澄 (福岡県) 河端　　風 (福井県) 中矢　遥香 (愛媛県)

古賀早也香 (福岡県) 古賀ひより (神奈川県) 髙橋　瑠璃 (東京都) 松井那菜子 (石川県)

山室　未咲 (兵庫県) 都留　麻瑞 (京都府) 富沢　佳奈 (埼玉県) 簑和田奈未子 (千葉県)

宇田川　幸 (東京都) 上林山未来 (鹿児島県) 都　　結乃 (埼玉県) 永田　かな (岐阜県)

平成24年度第9回全国小学生学年別柔道大会　平成24年8月26日(日)　鹿児島アリーナ

階　級

関野　進吾 （神奈川県） 吉岡　正晃 （宮崎県） 竹市　大祐 （愛知県） 有馬　雄生 （秋田県）

藤島　将太 （神奈川県） 森　　健心 （福岡県） 八木　力斗 （京都府） 福永　夏生 （山口県）

内村　秀資 （鹿児島県） 小山内剣太郎 （青森県） 桂　　嵐斗 （長崎県） 四ツ島　颯 （富山県）

近藤　悠端 （岡山県） 見友　朝勝 （群馬県） 成澤　登夢 （北海道） 中野　寛太 （京都府）

古賀　若菜 （福岡県） 武田　優香 （京都府） 岡田恵里佳 （大阪府） 古里幸永羽 （長崎県）

朝飛　真実 （神奈川県） 坂本　　蓮 （愛媛県） 阪本和香奈 （宮崎県） 松本　りづ （大阪府）

浦　　明澄 （福岡県） 金　　知秀 （大阪府） 近藤　実苗 （愛知県） 渋谷　　舞 （青森県）

素根　　輝 （福岡県） 佐藤沙真亜 （宮城県） 熊木　悠花 （北海道） 角　　涼華 （長野県）

小学6年生
女子45㎏超級 松任柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団 長田柔道会 小川少年柔道ｸﾗﾌﾞ 結城少年柔道ｸﾗﾌﾞ

小学5年生
女子40㎏超級 光武館

小学6年生
女子45㎏級 広畑柔道教室 湖東錬成館

小学5年生
男子45㎏超級 登別誠有館有櫛道場 雄心館道場 三国町柔道教室 清水町柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学5年生
女子40㎏級 札大ｼﾞｭﾆｱJUDOｸﾗﾌﾞ

羽田野道場 大原町少年柔道教室 力善柔道ｸﾗﾌﾞ

宇治柔道会 福井県立武道館武道学園柔道教室

優　勝 準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

太陽塾 将祥柔道館 福知山柔道教室

準優勝 第三位 第三位

天崎講武館 春日柔道ｸﾗﾌﾞ 下仁田柔道教室

小学6年生
男子50㎏級 本吉塾 湘南宮本塾 臥牛館道場 正木道場

小学6年生
男子50㎏超級 朝飛道場

小学5年生
男子45㎏級 實心館仲保道場 朝飛道場 春日柔道ｸﾗﾌﾞ 坂野町柔道教室

春日柔道ｸﾗﾌﾞ 朝飛道場 正木道場 東福岡柔道教室

優　勝

小学6年生
男子50㎏級 春日柔道ｸﾗﾌﾞ 正木道場 田島道場 久居柔道教室

小学6年生
女子45㎏超級 脩柔館 大崎柔道クラブ 北区体育館少年少女柔道クラブ 中村道場

小学5年生
女子40㎏級 ﾐｷﾊｳｽ柔道教室 雷山柔道 實心館仲保道場 松前柔道会

小学5年生
男子45㎏超級 大原町少年柔道教室 つくばﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ柔道 USA SJC 春日柔道ｸﾗﾌﾞ

小学6年生
女子45㎏級 将祥柔道館 福知山柔道教室 新井道場 流山市柔道会

小学6年生
男子50㎏超級 松阪市武道館 ﾐｷﾊｳｽ柔道教室 登別誠有館有櫛道場 三国町柔道教室

小学5年生
女子40㎏超級 （朝飛道場） 愛媛県武道館柔道クラブ 姫城柔道倶楽部 ミキハウス柔道教室

小学5年生
女子40㎏超級 三潴ｽﾎﾟｰﾂ少年団 古賀塾 春日柔道ｸﾗﾌﾞ 松任柔道ｽﾎﾟｰﾂ少年団

小学6年生
女子45㎏超級 国士舘少年柔道教室 光武館 五十嵐道場 羽島柔道少年団

愛柔会 尚武館 城陽市柔道連盟 中家塾

優　勝

小学6年生
女子45㎏級 雷山道場 ミキハウス柔道教室 高師台柔道クラブ 鶴田町柔道少年団

小学6年生
男子50㎏超級 福岡道場 富岡柔道教室 知内柔道少年団 桜井市柔道連盟

準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
女子40㎏級 高武館 城陽市柔道連盟 弥刀少年柔道教室 諏訪ノ森柔道教室

愛柔会 芦塚柔道場 羽田野道場 天王柔道スポーツ少年団

小学6年生
男子50㎏級 光武館 五所川原柔道少年団 （養心会少年柔道部） 津沢スポーツ少年団

小学5年生
男子45㎏超級
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平成25年度第10回全国小学生学年別柔道大会　平成25年8月25日(日)　広島サンプラザ

階　級

加藤　公央 （三重県） 飯田　健介 （福岡県） 松井　　諭 （奈良県） 望月　心人 （神奈川県）

近藤那生樹 （福岡県） 岡田　　陸 （北海道） 中村　雄太 （大阪府） 中村　　心 （三重県）

竹市　大祐 （愛知県） 山内　翔太 （兵庫県） 東山　祐汰 （神奈川県） 野嶋　　皐 （新潟県）

毛利　允哉 （兵庫県） 名村　慶太 （奈良県） 宮本　和志 （熊本県） 下橋　颯斗 （静岡県）

田中　愛夢 （愛媛県） 寺西　　礼 （兵庫県） 大森　朱莉 （大阪府） 徳本　千夕 （和歌山県）

中本　琴恵 （広島県） 松澤　祐栞 （新潟県） 宮崎　未華 （徳島県） 田嶋　海佳 （千葉県）

古賀　若菜 （福岡県） 藤城　　心 （千葉県） 小幡　恵里 （宮城県） 名和田千紘 （山口県）

朝飛　真実 （神奈川県） 内田　希美 （福岡県） 八巻　衣音 （広島県） 鈴木　麻由 （東京都）

平成26年度第11回全国小学生学年別柔道大会　平成26年8月17日(日)　盛岡市アイスアリーナ

階　級

住谷　　蓮 （兵庫県） 朝飛　太陽 （神奈川県） 後藤　颯太 （千葉県） 景山　虹希 （大阪府）

中澤　完太 （北海道） 甲木　　碧 （福岡県） 武田　知士 （千葉県） 入来院大樹 （和歌山県）

辻岡　慶次 （大阪府） 加藤　公央 （三重県） 板本　優大 （秋田県） 後藤　勇槙 （大分県）

中村　　心 （三重県） 工藤　海人 （神奈川県） 佐々木健翔 （東京都） 窪田魅空斗 （長野県）

小幡　心里 （宮城県） 髙橋　安未 （愛媛県） 浮田　笑子 （兵庫県） 濱田　美音 （熊本県）

澤崎　　凜 （静岡県） 菊池　明菜 （東京都） 山下　朱音 （長野県） 石岡　来望 （青森県）

徳本　千夕 （和歌山県） 中橋　優香 （福井県） 大本　真琴 （広島県） 中崎　楓菜 （徳島県）

松澤　佑栞 （新潟県） 平野　友萌 （神奈川県） 田嶋　海佳 （千葉県） 中本　琴恵 （山口県）

平成27年度第12回全国小学生学年別柔道大会　平成27年8月30日(日)　小瀬スポーツ公園　武道館

階　級

小幡　礼希 （宮城県） 小野　日向 （神奈川県） 竹市　裕亮 （愛知県） 四元　羅生 （和歌山県）

遠藤　大城 （千葉県） 上田夏也人 （大阪府） 高原　健伸 （広島県） 佐藤　晴輝 （大分県）

河野　翔太 （鹿児島県） 中村　勇哉 （山口県） 鴛海　和輝 （福岡県） 天野　開斗 （神奈川県）

甲木　　碧 （福岡県） 中澤　完太 （北海道） 藤本　偉央 （山口県） 坂本　　慶 （広島県）

伊藤　南風 （山口県） 清水　夏美 （長野県） 姥　　琳子 （福岡県） 徳田　和華 （東京都）

吉田　夢菜 （福岡県） 斉藤　美優 （東京都） 横田ひかり （大阪府） 渡邉　天海 （北海道）

小幡　心里 （宮城県） 浮田　笑子 （兵庫県） 杉山　月琉 （静岡県） 高木　水月 （大分県）

菊池　明菜 （東京都） 大高ひかり （茨城県） 澤崎　　凜 （静岡県） 山本　彩樺 （兵庫県）

小学5年生
男子45㎏級 かわごえ柔塾 大刀洗豪武館 橿原市柔道クラブ 愛柔会

宝塚柔道教室 朝飛道場 白根柔道連盟鳳雛塾

小学5年生
男子45㎏超級 さざれ道場

優　勝 準優勝 第三位 第三位

加古川柔佑会 初柔会 西塾 正木道場

大刀洗豪武館 直心館苗穂柔道少年団 あすなろクラブ

小学6年生
男子50㎏級 羽田野道場

浦安市柔道協会 太陽塾 松美柔道

小学6年生
男子50㎏超級 姫路中央柔道塾 桜井市柔道連盟 森義塾柔道教室 富士共栄道場

小学5年生
女子40㎏級 松前柔道会

準優勝 第三位 第三位

小学5年生
女子40㎏超級 廿日市市柔道連盟佐伯支部 白根柔道連盟鳳雛塾 板野町柔道教室 下志津柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏級 柔志学舎

北見なかざわ塾 大刀洗豪武館 誉武館椿井道場 九度山柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏超級 朝飛道場 高武館 川口道場 鈴木道場

優　勝

さざれ道場 朝飛道場 吉田道場練馬柔道クラブ 開示塾

小学5年生
男子45㎏級 二見少年柔道クラブ 朝飛道場 明心館関本道場 三林柔道育成会

小学5年生
男子45㎏超級

清水町柔道会 国士舘少年柔道教室 克己塾 五所川原柔道少年団

小学6年生
男子50㎏級 ダイコロ柔道教室 かわごえ柔塾 小友唯心塾 安心院柔道クラブ

小学6年生
男子50㎏超級

白根柔道連盟鳳雛塾 小川道場 下志津柔道クラブ 中家塾

小学5年生
女子40㎏級 太陽塾 宇摩柔道会 二見少年柔道クラブ 一心館小山道場

小学5年生
女子40㎏超級

太陽塾 古賀塾 羽田野道場 松江少年柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏級 正木道場 實心館仲保道場 岡田道場 板野町柔道教室

小学6年生
女子45㎏超級

小学6年生
男子50㎏級 南種子柔道スポーツ少年団 福川柔道スポーツ少年団 柔道戸畑道友会 小田原柔道協会

優　勝 準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
女子40㎏級 岩国少年柔道クラブ 誠心館道場 篠栗町体育協会柔道部 東村山柔道クラブ

小学5年生
男子45㎏超級 明心館関本道場 ニュージャパン柔道クラブ 有朋柔道塾 安心院柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏級 太陽塾 二見少年柔道クラブ 清水町柔道会 自勝舘

小学6年生
男子50㎏超級 大刀洗豪武館 北見なかざわ塾 中家塾 有朋柔道塾

小学6年生
女子45㎏超級 国士舘柔道クラブ 無心塾飯島道場 清水町柔道会 広畑柔道教室

小学5年生
女子40㎏超級 脩柔舘山内道場 春日柔道クラブ 弥刀柔道クラブ 末広北柔道場
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平成28年度第13回全国小学生学年別柔道大会　平成28年8月28日(日)　三重県営サンアリーナ

階　級

中村　束琉 （山口県） 川端　倖明 （千葉県） 坪根　武志 （福岡県） 田窪　剛共 （島根県）

東家　龍樹 （熊本県） 真田康志郎 （神奈川県） 木原　慧登 （広島県） 紙永　雄大 （徳島県）

小幡　礼希 （宮城県） 竹市　裕亮 （愛知県） 伊澤直乙斗 （千葉県） 末次　晴倫 （福岡県）

坂口　　稜 （埼玉県） 岡島龍太郎 （佐賀県） 熊谷　諒也 （福岡県） 服部　辰成 （神奈川県）

トーレスカミラ （群馬県） 足立　美翔 （兵庫県） 上野明日香 （京都府 森近　　颯 （静岡県）

森　　静玖 （茨城県） 齋藤　愛実 （徳島県） 吉井なつみ （岐阜県） 寳条　まり （群馬県）

竹中　真琴 （兵庫県） 伊藤　南風 （山口県） 落合　　倖 （広島県） 清水　夏美 （長野県）

吉田　夢菜 （福岡県） 斉藤　美優 （東京都 青田れもん （茨城県） 横田ひかり （大阪府

平成29年度第14回全国小学生学年別柔道大会　平成29年8月20日(日)　北海道立総合体育センター/北海きたえーる

階　級

荒川　琉正 (宮崎県) 秋吉　航輔 (福岡県) 中村　柔登 (神奈川県) 中嶋　和楽 (愛知県)

髙橋　楓芽 (愛媛県) 柴田　陽 (東京都) 野元　琉弥 (福岡県) 竹吉　瑞樹 (群馬県)

川端　倖明 (千葉県) 坪根　武志 (福岡県) 福田　大和 (兵庫県) 田窪　剛共 (島根県)

木原　慧登 (広島県) 紙永　雄大 (徳島県) 三浦　康瑚 (三重県) 市谷　櫂人 (大阪府)

大塚　翔稀 (福岡県) 橋本　翔歩 (神奈川県) 平塚　月碧 (栃木県) 古市　梨子 (熊本県)

本田　里來 (福岡県) 大木　香凛 (埼玉県) 坂口友莉亜 (茨城県) 中道　咲桜 (徳島県)

トーレスカミラ (群馬県) 森近　颯 (静岡県) 上野明日香 (京都府) 足立　美翔 (兵庫県)

村山　福 (千葉県) 吉井なつみ (岐阜県) 森　静玖 (茨城県) 岡田　莉咲 (山口県)

平成30年度第15回全国小学生学年別柔道大会　平成30年8月26日(日)　キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター

階　級

三ツ石恵翔 (徳島県) 彌永　康生 (佐賀県) 宮崎　護大 (熊本県) 日垣　翔心 (京都府)

河田　直人 (大阪府) 斉藤　豪騎 (兵庫県) 伊藤　志竜 (秋田県) 西村　和真 (京都府)

荒川　琉正 (宮崎県) 秋吉　航輔 (福岡県) 古賀　学 (佐賀県) 吉田　壮汰 (長崎県)

野澤　貴哉 (石川県) 空閑　大輝 (福岡県) 柴田　陽 (東京都) 竹吉　瑞樹 (群馬県)

坂山　凛 (三重県) 岡元　遥樺 (鹿児島県) 大掛　紗奈 (愛知県) 中野　瑠佳 (宮城県)

荻野　友里 (東京都) 菅本　彩乃 (山口県) 佐竹　優芽 (兵庫県) 秋山水乃里 (福岡県)

大塚　翔稀 (福岡県) 香月優奈子 (山口県) 村松　舞琳 (東京都) 長谷　心美 (埼玉県)

本田　里來 (福岡県) 中道　咲桜 (徳島県) 大多和　心 (愛知県) 大木　香凜 (埼玉県)

小学5年生
男子45㎏級 福川柔道スポーツ少年団 中山柔道会 善柔館 開星柔道クラブ

羽田野道場 明心館関本道場 一貴山柔道スポーツ少年団

小学5年生
男子45㎏超級 藍住真導スポーツ少年団

優　勝 準優勝 第三位 第三位

真道館 KIDS’大谷 和道場

大津警察署大翔館少年柔道会 平塚柔道協会 有朋柔道塾

小学6年生
男子50㎏級 太陽塾

岩国少年柔道クラブ 川口道場 誠心館道場

小学6年生
男子50㎏超級 寺沢道場 小城秀島道場 東福岡柔道教室 朝飛道場

小学5年生
女子40㎏級 佐藤道場

準優勝 第三位 第三位

小学5年生
女子40㎏超級 一心館菅谷道場 板野柔道教室 誠水館 前橋ジュニア柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏級 報徳誠之館

三島柔道会 TCU 小倉東少年柔道クラブ 田島道場

小学6年生
女子45㎏超級 脩柔舘山内道場 春日柔道クラブ 下妻優心塾 弥刀少年柔道クラブ

優　勝

有朋柔道塾 藍住真導スポーツ少年団 さざれ道場 養気塾柔道クラブ

小学5年生
男子45㎏級 宝道場 大刀洗豪武館 箱根町柔道協会 東海少年柔道教室

小学5年生
男子45㎏超級

東福岡柔道教室 育徳館柔道クラブ 結城少年柔道クラブ 藍住真導スポーツ少年団

小学6年生
男子50㎏級 中山柔道会 善柔館 二見少年柔道クラブ 開星柔道クラブ

小学6年生
男子50㎏超級

紅柔道少年団 吉井道場 一心館菅谷道場 大西道場スポーツ少年団

小学5年生
女子40㎏級 安武道場 小田原柔道協会 帝京豊郷台柔道館 松龍館柔道場

小学5年生
女子40㎏超級

板野町柔道教室 小城秀島道場 文政少年柔道クラブ 八幡柔道クラブ

小学6年生
女子45㎏級 佐藤道場 和道場 KID’S大谷 真導館

小学6年生
女子45㎏超級

小学6年生
男子50㎏級 坂本柔道塾 大刀洗豪武館 芦刈少年柔クラブ 吉井町少年柔道部

優　勝 準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
女子40㎏級 松阪市武道館柔道教室 柔心館道場 山北道場 太陽塾

小学5年生
男子45㎏超級 弥刀少年柔道クラブ 兵庫少年こだま会 雄武館山中道場 宇治柔道会

小学6年生
女子45㎏級 安武道場 下関警察柔道スポーツ少年団 鈴木道場 朝霞体協柔道部

小学6年生
男子50㎏超級 犀川柔道教室 大刀洗豪武館 世田谷柔道クラブ 田島道場

小学6年生
女子45㎏超級 東福岡柔道教室 藍住真導スポーツ少年団 大石道場 育徳館柔道クラブ

小学5年生
女子40㎏超級 春日柔道クラブ 福川柔道スポーツ少年団 北神柔道少年団 波多江柔道スポーツ少年団

過去大会結果	 2021年度第18回全国小学生学年別柔道大会
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全国小学生学年別柔道大会　過去大会結果

2019年度第16回全国小学生学年別柔道大会　2019年8月11日(日)　愛媛県武道館

階　級

髙木　大夢 （大分県） 髙橋　玲偉 （茨城県） 小口　力斗 （神奈川県） 梅津　的居 （山形県）

吉田　征矢 （兵庫県） 水道　啓人 （石川県） 松林　清将 （大阪府） 工藤　光翔 （埼玉県）

山内　　煌 （兵庫県） 三ツ石恵翔 （徳島県） 横尾　優空 （千葉県） 白川　聖真 （東京都）

河田　直人 （大阪府） 児嶋　　陸 （群馬県） 金井　海広 （熊本県） 斉藤　豪騎 （兵庫県）

川野　幸音 （京都府） 植田こころ （宮崎県） 三隅　一葉 （兵庫県） 麻田　紗妃 （大阪府）

佐々木心瑞 （静岡県） 北島　侑紗 （東京都） 福田　尚央 （栃木県） 堀　　柚葉 （福井県）

岡元　遥樺 （鹿児島県） 松井　叶望 （富山県） 小泉　茉子 （神奈川県） 大掛　紗奈 （愛知県）

佐竹　優芽 （兵庫県） 秋山水乃里 （福岡県） 荻野　友里 （東京都） 髙橋　梨子 （栃木県）

2020年度第17回全国小学生学年別柔道大会　2020年8月30日(日)　横浜武道館

2021年度第18回全国小学生学年別柔道大会　2021年8月29日(日)　大浜体育館

USA小倉塾 明野晴明館柔道会 一道館 高畠町柔道スポーツ少年団

小学6年生
男子50㎏級 龍野若竹会 板野町柔道教室 松戸東警察署少年柔道部 世田谷柔道クラブ

小学5年生
男子45㎏超級

優　勝 準優勝 第三位 第三位

小学5年生
男子45㎏級

小学5年生
女子40㎏級 志翔館道場 生目道場 姫路中央柔道教室 秀静館道場

広畑柔道教室 中能登柔道教室 高石市柔道スポーツ少年団 上尾市柔道教室

小学6年生
女子45㎏級 柔心館道場 高岡西条柔道教室 朝飛道場 山北道場

小学6年生
男子50㎏超級 弥刀少年柔道クラブ 新田荻原道場 光道場 兵庫少年こだま会

小学6年生
女子45㎏超級 北神柔道少年団 波多江柔道スポーツ少年団 春日柔道クラブ 帝京豊郷台柔道館

小学5年生
女子40㎏超級

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

清水町柔道会 川野柔道塾 帝京豊郷台柔道館 川口道場
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万が一、パワハラの被害者となってしまった場合には、まず心から信頼できる第三者に相談し、都道府県柔道連
盟、全日本柔道連盟に通報をして下さい。不利な立場に追い込んだり、個人を特定しその情報を公表するような
ことは絶対にいたしません。相談先・通報先を以下に記載しましたが、対応・判断に迷う場合は、お電話で全柔
連（倫理推進室）にご相談下さい。（代表：03-3818-4199）

柔道は心身の力を最も有効に使用する道である。その修行は、攻撃防御の練習に由って身体精神を鍛錬修養し、
斯道の真髄を体得する事である。そうして是に由って己を完成し世を補益するが、柔道修行の究竟の目的である。 １．パンフレット作成の目的

　「パワハラ」とは、「パワーハラスメント」の略称ですが、ある環境において、活動上、立場や地位、人間関係の優位性
を利用して、相手に肉体的かつ精神的な苦痛を与える行為のことを意味します。パワハラの定義を定めた法律や、パワハ
ラを規制する法律は存在しません。しかし、近年職場におけるいじめやパワハラは社会問題化し、スポーツ界、柔道界に
おいても対処すべき重要な課題となっています。
　そこで、柔道界におけるパワハラの問題に対処することを目的として、このたびパンフレットを作成しました。厚生労働
省のパワハラの類型を参考に、柔道界におけるパワハラの実例を拾い集めてみました。このパンフレットが、柔道関係者
全員にとって、改めてこの問題を考え直すきっかけとなれば幸いです。

２．柔道界におけるパワハラの定義
　厚生労働省のパワハラの定義に当てはめてみると、柔道界におけるパワハラは、次のように説明することができます。

また、「活動上の地位や人間関係などの優位性」とは、以下の中で生じます。
①連盟・協会等の役員とメンバーとの関係性
②指導者（コーチ、監督）と選手との関係性
③部活動における顧問と部員との関係性
④クラブ・道場内の先輩後輩の関係性

３．「指導者と選手」の関係性を問い直す
　体罰・暴力的指導やセクシャル・ハラスメントといったハラスメント、そしてパワハラが生じる根本的な原因として、他
者との不健全かつ不適切な関係性があります。

　指導者は、指導スキルや知識、経験などを含め、役割においては権威性（優越性）を有していますが、その健全かつ適
切な使用が求められています。相手を自立した人格として尊重する態度はつねに指導者側に求められる責務であること
を自覚しましょう。
　このパンフレットを通して、是非、今一度選手との関係を見つめ直してみて下さい。

【解説】嘉納師範は、柔道修行の目的は、攻撃・防御の練習によって身体を鍛練して強健にし、
　　　　精神の修養につとめて人格の完成をはかり、社会に貢献することであると示されています。

対象者：どなたでも。　受付方法：封書またはメール。
全日本柔道連盟ホームページ（http://www.judo.or.jp）に掲載されている「投稿フォーム」にご記入の上、
ご送付下さい。（ホームページ内で、「柔道目安箱」等で検索できます。）

対象者：全柔連登録会員のみ。
受付方法：封書または電子メール。
全日本柔道連盟ホームページ掲載の「受付票」（「内部通報制度」等で検索）にご記入の上、ご送付下さい。
窓口を2ケ所設けました。　　　　　　　　　　　 （メールの場合、窓口担当者からの返信を受信可能な状態にしてください。）

困った時はご相談ください

嘉納治五郎遺訓より

柔道の真の目的は「人間教育」

●都道府県柔道連盟
各連盟の「コンプライアンス担当」にご相談下さい。

■郵送先：〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30　全日本柔道連盟　倫理推進室「柔道目安箱」係
■メール送付先：rinri@judo.or.jp

■郵送先：〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル807号
　　　　　あたらし橋法律事務所 赤堀文信弁護士気付　全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン
■メール送付先：akahori@atarashibashi.com

■郵送先：〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-7 赤坂光陽ビル5階
　　　　　山田・尾﨑法律事務所　山田奈美香弁護士気付　全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン
■メール送付先：n.yamada@yamada-ozaki.com

●全日本柔道連盟「柔道目安箱」

●全日本柔道連盟「内部通報制度（コンプライアンスホットライン）」

（2018 年 10 月発行　発行者：全日本柔道連盟　監修：コンプライアンス委員会　竹村瑞穂、向井幹博、北田典子）

●柔道 MIND 活動のねらいを、今一度考えてみましょう。

■同じ所属（連盟・協会・柔道クラブ・道場）で活動する者に対して、活動上の地位や人間関係などの
優位性を背景に、それぞれの役割における適正な範囲を超えて、肉体的・精神的苦痛を与える行為、
または活動環境を悪化させる行為。

■指導者と選手は、「教える者」と「教えられる者」という立場の違いはありますが、
人間としては対等です。

をなくそう柔道界
からパワハラ

柔道は人間教育
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・練習を休みがちの生徒に対し、顧問自らが乱取りの相手となり強く
投げたり、覆いかぶさり絞め技を施して圧迫した。生徒が「参った」
をしても簡単には離さず、長時間乱取りを続けた。（結果、急性硬膜
下血腫等の重大事故に繋がることもある）
・生徒が絞め技・関節技に弱いことを懸念した指導者が、「自分たち
もこの厳しさを乗り越えて強くなった」という信念で、乱取り稽古中
に何度も生徒を絞め技で失神させた。
・保護者から「厳しく指導してほしい」と頼まれている事を盾に指導
者が、試合で負けた生徒の頭を叩き、ビンタをした。
・日頃から指導に従わない長髪の生徒が練習に遅刻したので、”遅刻
の罰”と称して、みんなの前で頭を坊主刈りにした。

・試合に負けて応援席に戻ってきた選手に対し、指導者が公衆の面前
で、丸めたプログラムで選手の頭を叩きながら、「何やってんだ、コ
ラァ！」、「お前のせいで負けたんだ」、「みんなに謝れ」等、執拗に
暴言を繰り返した。
・ある指導者は日頃から周囲に対し、「世の中の風潮がどうなろうと、
うちの道場は必要な体罰は行う」と公言している。
・1年生の選手が無断で練習を休んだ。指導者が”連帯責任”という名目
で、1年生全員に交代で寮の昼間の電話当番を強制したため、1年生
の選手たちは、学生の本分である授業に出ることが出来なくなった。
・選手が乱取をしていると、指導者が組んでいる相手を変更させる。
誰とも練習できない。アドバイスを求めても「お前にはしない」と言
われる。挨拶しても無視する。

・ある道場で指導者が言うことをきかない一人の道場生だけに、元立
ち（基立ち）をさせないような"指導"をしたため、その子は周りから
も浮いた存在となり、徐々に道場での居場所がなくなり、とうとう柔
道をやめてしまった。
・ある学校の柔道部で、先生から急な連絡を受けた上級生がその日
の練習場所と練習時間の変更を、日頃仲の悪い一部の下級生にだ
けわざと連絡をしなかった。
（他競技の例）
・ある指導者が選手に対し、「俺の前でよく練習ができるな」、「あん
な身勝手な奴とは練習をするな」等の理不尽な発言を繰り返し、選
手を孤立させた。

・ある指導者は、試合で負けると人が変わったように不機嫌になり、
次の練習時に、腕立て伏せ千回、スクワット千回、打ち込み千回、乱
取り２時間等の、過激な練習をさせるので、生徒や保護者は怪我を
しないかとても不安だが、怖くて言いだせない。
・ある指導者は、なかなか技の要領を覚えない生徒に対していらだち
を隠せず、「何故こんな簡単なことができないんだ」「ろくに柔道の
稽古ができないやつは、グランドでも走れ」とつきはなし、夏の暑
い日に２時間もほったらかしでランニングを続けさせた為、熱中症
になるところだった。

・ある指導者は、覚えの悪い生徒を見限り、「お前は乱取りをしなくて
いい。じゃまだ」と、まともに相手をしない。
・反抗的な道場生に対し、みんなが見ている前で「俺の言うことが聞
けないなら、道場から出ていけ」と追い出したきり、その後何のフォ
ローもしなかった。（その子は別の道場に移ろうとしたが、移籍を妨
害された。）
・新しく来た指導者は、生徒が少しでも疲れた様子を見せると、口癖
のように「やる気がないなら隅で立っとれ」とか、「正座でもしてろ」
と冷たく言い放つので、せっかく柔道を習いたくて道場に来ている
子供たちはだんだんとやる気をなくしている。

・ある指導者は、柔道の指導とはまったく関係ないはずなのに、必ず
親の職業を聞きだし、職によっては自分に便宜を図るように仕向け
させるので評判が悪い。先日も、生徒の親が焼肉屋をやっていると
知り、コーチ仲間大勢で押しかけ、大量飲酒飲食した上、”日頃子供
がお世話になっている”親の弱みにつけこんで、暗に無償提供をほの
めかした。
・ある先輩が、高校柔道部の強い上下関係を利用して、新入生のプラ
イバシー（恋人、家族関係など）に立ち入ってくるので、後輩たちは
皆まいっている。しかし、先輩の柔道の実力はすごいし、柔道はやめ
たくないので、監督に相談することもできない。

暴行・傷害を発生させる行為
必要以上に強く投げたり、マイッタをしても絞め技などやめない行為も含まれる

脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言・ひどい叱責
人格を否定するような精神的ダメージを与える言葉や、怒鳴る行為も含まれる

隔離・仲間外し・口をきかない等の行為
道場内での無視や、練習相手をしないなどの行為も含まれる

活動上明らかに不要なことや実行不可能なことを要求すること
非合理的で不健全なトレーニングや稽古を強制させることも含まれる

活動上の合理性なく、程度の低いことをさせる、活動をさせない等の行為
たとえば、合理的な理由なく1人だけ異なる稽古を強制したり、稽古をさせないなどの行為

私的事項に過度に立ち入ること
家族関係や恋人の有無、休日の予定を尋ねるなど、私的領域に踏み込むような行為も含まれる
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柔道界におけるパワハラ（最近の主な実例）

「参った」をしても離さない

暴言・ひどい叱責

仲間外しして、孤立させる

意味のない過度な練習

正座を強要し、練習させない
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！・練習を休みがちの生徒に対し、顧問自らが乱取りの相手となり強く

投げたり、覆いかぶさり絞め技を施して圧迫した。生徒が「参った」
をしても簡単には離さず、長時間乱取りを続けた。（結果、急性硬膜
下血腫等の重大事故に繋がることもある）
・生徒が絞め技・関節技に弱いことを懸念した指導者が、「自分たち
もこの厳しさを乗り越えて強くなった」という信念で、乱取り稽古中
に何度も生徒を絞め技で失神させた。
・保護者から「厳しく指導してほしい」と頼まれている事を盾に指導
者が、試合で負けた生徒の頭を叩き、ビンタをした。
・日頃から指導に従わない長髪の生徒が練習に遅刻したので、”遅刻
の罰”と称して、みんなの前で頭を坊主刈りにした。

・試合に負けて応援席に戻ってきた選手に対し、指導者が公衆の面前
で、丸めたプログラムで選手の頭を叩きながら、「何やってんだ、コ
ラァ！」、「お前のせいで負けたんだ」、「みんなに謝れ」等、執拗に
暴言を繰り返した。
・ある指導者は日頃から周囲に対し、「世の中の風潮がどうなろうと、
うちの道場は必要な体罰は行う」と公言している。
・1年生の選手が無断で練習を休んだ。指導者が”連帯責任”という名目
で、1年生全員に交代で寮の昼間の電話当番を強制したため、1年生
の選手たちは、学生の本分である授業に出ることが出来なくなった。
・選手が乱取をしていると、指導者が組んでいる相手を変更させる。
誰とも練習できない。アドバイスを求めても「お前にはしない」と言
われる。挨拶しても無視する。

・ある道場で指導者が言うことをきかない一人の道場生だけに、元立
ち（基立ち）をさせないような"指導"をしたため、その子は周りから
も浮いた存在となり、徐々に道場での居場所がなくなり、とうとう柔
道をやめてしまった。
・ある学校の柔道部で、先生から急な連絡を受けた上級生がその日
の練習場所と練習時間の変更を、日頃仲の悪い一部の下級生にだ
けわざと連絡をしなかった。
（他競技の例）
・ある指導者が選手に対し、「俺の前でよく練習ができるな」、「あん
な身勝手な奴とは練習をするな」等の理不尽な発言を繰り返し、選
手を孤立させた。

・ある指導者は、試合で負けると人が変わったように不機嫌になり、
次の練習時に、腕立て伏せ千回、スクワット千回、打ち込み千回、乱
取り２時間等の、過激な練習をさせるので、生徒や保護者は怪我を
しないかとても不安だが、怖くて言いだせない。
・ある指導者は、なかなか技の要領を覚えない生徒に対していらだち
を隠せず、「何故こんな簡単なことができないんだ」「ろくに柔道の
稽古ができないやつは、グランドでも走れ」とつきはなし、夏の暑
い日に２時間もほったらかしでランニングを続けさせた為、熱中症
になるところだった。

・ある指導者は、覚えの悪い生徒を見限り、「お前は乱取りをしなくて
いい。じゃまだ」と、まともに相手をしない。
・反抗的な道場生に対し、みんなが見ている前で「俺の言うことが聞
けないなら、道場から出ていけ」と追い出したきり、その後何のフォ
ローもしなかった。（その子は別の道場に移ろうとしたが、移籍を妨
害された。）
・新しく来た指導者は、生徒が少しでも疲れた様子を見せると、口癖
のように「やる気がないなら隅で立っとれ」とか、「正座でもしてろ」
と冷たく言い放つので、せっかく柔道を習いたくて道場に来ている
子供たちはだんだんとやる気をなくしている。

・ある指導者は、柔道の指導とはまったく関係ないはずなのに、必ず
親の職業を聞きだし、職によっては自分に便宜を図るように仕向け
させるので評判が悪い。先日も、生徒の親が焼肉屋をやっていると
知り、コーチ仲間大勢で押しかけ、大量飲酒飲食した上、”日頃子供
がお世話になっている”親の弱みにつけこんで、暗に無償提供をほの
めかした。
・ある先輩が、高校柔道部の強い上下関係を利用して、新入生のプラ
イバシー（恋人、家族関係など）に立ち入ってくるので、後輩たちは
皆まいっている。しかし、先輩の柔道の実力はすごいし、柔道はやめ
たくないので、監督に相談することもできない。

暴行・傷害を発生させる行為
必要以上に強く投げたり、マイッタをしても絞め技などやめない行為も含まれる

脅迫・名誉棄損・侮辱・暴言・ひどい叱責
人格を否定するような精神的ダメージを与える言葉や、怒鳴る行為も含まれる

隔離・仲間外し・口をきかない等の行為
道場内での無視や、練習相手をしないなどの行為も含まれる

活動上明らかに不要なことや実行不可能なことを要求すること
非合理的で不健全なトレーニングや稽古を強制させることも含まれる

活動上の合理性なく、程度の低いことをさせる、活動をさせない等の行為
たとえば、合理的な理由なく1人だけ異なる稽古を強制したり、稽古をさせないなどの行為

私的事項に過度に立ち入ること
家族関係や恋人の有無、休日の予定を尋ねるなど、私的領域に踏み込むような行為も含まれる
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・練習を休みがちの生徒に対し、顧問自らが乱取りの相手となり強く
投げたり、覆いかぶさり絞め技を施して圧迫した。生徒が「参った」
をしても簡単には離さず、長時間乱取りを続けた。（結果、急性硬膜
下血腫等の重大事故に繋がることもある）
・生徒が絞め技・関節技に弱いことを懸念した指導者が、「自分たち
もこの厳しさを乗り越えて強くなった」という信念で、乱取り稽古中
に何度も生徒を絞め技で失神させた。
・保護者から「厳しく指導してほしい」と頼まれている事を盾に指導
者が、試合で負けた生徒の頭を叩き、ビンタをした。
・日頃から指導に従わない長髪の生徒が練習に遅刻したので、”遅刻
の罰”と称して、みんなの前で頭を坊主刈りにした。

・試合に負けて応援席に戻ってきた選手に対し、指導者が公衆の面前
で、丸めたプログラムで選手の頭を叩きながら、「何やってんだ、コ
ラァ！」、「お前のせいで負けたんだ」、「みんなに謝れ」等、執拗に
暴言を繰り返した。
・ある指導者は日頃から周囲に対し、「世の中の風潮がどうなろうと、
うちの道場は必要な体罰は行う」と公言している。
・1年生の選手が無断で練習を休んだ。指導者が”連帯責任”という名目
で、1年生全員に交代で寮の昼間の電話当番を強制したため、1年生
の選手たちは、学生の本分である授業に出ることが出来なくなった。
・選手が乱取をしていると、指導者が組んでいる相手を変更させる。
誰とも練習できない。アドバイスを求めても「お前にはしない」と言
われる。挨拶しても無視する。

・ある道場で指導者が言うことをきかない一人の道場生だけに、元立
ち（基立ち）をさせないような"指導"をしたため、その子は周りから
も浮いた存在となり、徐々に道場での居場所がなくなり、とうとう柔
道をやめてしまった。
・ある学校の柔道部で、先生から急な連絡を受けた上級生がその日
の練習場所と練習時間の変更を、日頃仲の悪い一部の下級生にだ
けわざと連絡をしなかった。
（他競技の例）
・ある指導者が選手に対し、「俺の前でよく練習ができるな」、「あん
な身勝手な奴とは練習をするな」等の理不尽な発言を繰り返し、選
手を孤立させた。

・ある指導者は、試合で負けると人が変わったように不機嫌になり、
次の練習時に、腕立て伏せ千回、スクワット千回、打ち込み千回、乱
取り２時間等の、過激な練習をさせるので、生徒や保護者は怪我を
しないかとても不安だが、怖くて言いだせない。
・ある指導者は、なかなか技の要領を覚えない生徒に対していらだち
を隠せず、「何故こんな簡単なことができないんだ」「ろくに柔道の
稽古ができないやつは、グランドでも走れ」とつきはなし、夏の暑
い日に２時間もほったらかしでランニングを続けさせた為、熱中症
になるところだった。

・ある指導者は、覚えの悪い生徒を見限り、「お前は乱取りをしなくて
いい。じゃまだ」と、まともに相手をしない。
・反抗的な道場生に対し、みんなが見ている前で「俺の言うことが聞
けないなら、道場から出ていけ」と追い出したきり、その後何のフォ
ローもしなかった。（その子は別の道場に移ろうとしたが、移籍を妨
害された。）
・新しく来た指導者は、生徒が少しでも疲れた様子を見せると、口癖
のように「やる気がないなら隅で立っとれ」とか、「正座でもしてろ」
と冷たく言い放つので、せっかく柔道を習いたくて道場に来ている
子供たちはだんだんとやる気をなくしている。

・ある指導者は、柔道の指導とはまったく関係ないはずなのに、必ず
親の職業を聞きだし、職によっては自分に便宜を図るように仕向け
させるので評判が悪い。先日も、生徒の親が焼肉屋をやっていると
知り、コーチ仲間大勢で押しかけ、大量飲酒飲食した上、”日頃子供
がお世話になっている”親の弱みにつけこんで、暗に無償提供をほの
めかした。
・ある先輩が、高校柔道部の強い上下関係を利用して、新入生のプラ
イバシー（恋人、家族関係など）に立ち入ってくるので、後輩たちは
皆まいっている。しかし、先輩の柔道の実力はすごいし、柔道はやめ
たくないので、監督に相談することもできない。

暴行・傷害を発生させる行為
必要以上に強く投げたり、マイッタをしても絞め技などやめない行為も含まれる
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活動上明らかに不要なことや実行不可能なことを要求すること
非合理的で不健全なトレーニングや稽古を強制させることも含まれる

活動上の合理性なく、程度の低いことをさせる、活動をさせない等の行為
たとえば、合理的な理由なく1人だけ異なる稽古を強制したり、稽古をさせないなどの行為

私的事項に過度に立ち入ること
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をしても簡単には離さず、長時間乱取りを続けた。（結果、急性硬膜
下血腫等の重大事故に繋がることもある）
・生徒が絞め技・関節技に弱いことを懸念した指導者が、「自分たち
もこの厳しさを乗り越えて強くなった」という信念で、乱取り稽古中
に何度も生徒を絞め技で失神させた。
・保護者から「厳しく指導してほしい」と頼まれている事を盾に指導
者が、試合で負けた生徒の頭を叩き、ビンタをした。
・日頃から指導に従わない長髪の生徒が練習に遅刻したので、”遅刻
の罰”と称して、みんなの前で頭を坊主刈りにした。

・試合に負けて応援席に戻ってきた選手に対し、指導者が公衆の面前
で、丸めたプログラムで選手の頭を叩きながら、「何やってんだ、コ
ラァ！」、「お前のせいで負けたんだ」、「みんなに謝れ」等、執拗に
暴言を繰り返した。
・ある指導者は日頃から周囲に対し、「世の中の風潮がどうなろうと、
うちの道場は必要な体罰は行う」と公言している。
・1年生の選手が無断で練習を休んだ。指導者が”連帯責任”という名目
で、1年生全員に交代で寮の昼間の電話当番を強制したため、1年生
の選手たちは、学生の本分である授業に出ることが出来なくなった。
・選手が乱取をしていると、指導者が組んでいる相手を変更させる。
誰とも練習できない。アドバイスを求めても「お前にはしない」と言
われる。挨拶しても無視する。

・ある道場で指導者が言うことをきかない一人の道場生だけに、元立
ち（基立ち）をさせないような"指導"をしたため、その子は周りから
も浮いた存在となり、徐々に道場での居場所がなくなり、とうとう柔
道をやめてしまった。
・ある学校の柔道部で、先生から急な連絡を受けた上級生がその日
の練習場所と練習時間の変更を、日頃仲の悪い一部の下級生にだ
けわざと連絡をしなかった。
（他競技の例）
・ある指導者が選手に対し、「俺の前でよく練習ができるな」、「あん
な身勝手な奴とは練習をするな」等の理不尽な発言を繰り返し、選
手を孤立させた。

・ある指導者は、試合で負けると人が変わったように不機嫌になり、
次の練習時に、腕立て伏せ千回、スクワット千回、打ち込み千回、乱
取り２時間等の、過激な練習をさせるので、生徒や保護者は怪我を
しないかとても不安だが、怖くて言いだせない。
・ある指導者は、なかなか技の要領を覚えない生徒に対していらだち
を隠せず、「何故こんな簡単なことができないんだ」「ろくに柔道の
稽古ができないやつは、グランドでも走れ」とつきはなし、夏の暑
い日に２時間もほったらかしでランニングを続けさせた為、熱中症
になるところだった。

・ある指導者は、覚えの悪い生徒を見限り、「お前は乱取りをしなくて
いい。じゃまだ」と、まともに相手をしない。
・反抗的な道場生に対し、みんなが見ている前で「俺の言うことが聞
けないなら、道場から出ていけ」と追い出したきり、その後何のフォ
ローもしなかった。（その子は別の道場に移ろうとしたが、移籍を妨
害された。）
・新しく来た指導者は、生徒が少しでも疲れた様子を見せると、口癖
のように「やる気がないなら隅で立っとれ」とか、「正座でもしてろ」
と冷たく言い放つので、せっかく柔道を習いたくて道場に来ている
子供たちはだんだんとやる気をなくしている。

・ある指導者は、柔道の指導とはまったく関係ないはずなのに、必ず
親の職業を聞きだし、職によっては自分に便宜を図るように仕向け
させるので評判が悪い。先日も、生徒の親が焼肉屋をやっていると
知り、コーチ仲間大勢で押しかけ、大量飲酒飲食した上、”日頃子供
がお世話になっている”親の弱みにつけこんで、暗に無償提供をほの
めかした。
・ある先輩が、高校柔道部の強い上下関係を利用して、新入生のプラ
イバシー（恋人、家族関係など）に立ち入ってくるので、後輩たちは
皆まいっている。しかし、先輩の柔道の実力はすごいし、柔道はやめ
たくないので、監督に相談することもできない。

暴行・傷害を発生させる行為
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万が一、パワハラの被害者となってしまった場合には、まず心から信頼できる第三者に相談し、都道府県柔道連
盟、全日本柔道連盟に通報をして下さい。不利な立場に追い込んだり、個人を特定しその情報を公表するような
ことは絶対にいたしません。相談先・通報先を以下に記載しましたが、対応・判断に迷う場合は、お電話で全柔
連（倫理推進室）にご相談下さい。（代表：03-3818-4199）

柔道は心身の力を最も有効に使用する道である。その修行は、攻撃防御の練習に由って身体精神を鍛錬修養し、
斯道の真髄を体得する事である。そうして是に由って己を完成し世を補益するが、柔道修行の究竟の目的である。 １．パンフレット作成の目的

「パワハラ」とは、「パワーハラスメント」の略称ですが、ある環境において、活動上、立場や地位、人間関係の優位性
を利用して、相手に肉体的かつ精神的な苦痛を与える行為のことを意味します。パワハラの定義を定めた法律や、パワハ
ラを規制する法律は存在しません。しかし、近年職場におけるいじめやパワハラは社会問題化し、スポーツ界、柔道界に
おいても対処すべき重要な課題となっています。

そこで、柔道界におけるパワハラの問題に対処することを目的として、このたびパンフレットを作成しました。厚生労働
省のパワハラの類型を参考に、柔道界におけるパワハラの実例を拾い集めてみました。このパンフレットが、柔道関係者
全員にとって、改めてこの問題を考え直すきっかけとなれば幸いです。

２．柔道界におけるパワハラの定義
厚生労働省のパワハラの定義に当てはめてみると、柔道界におけるパワハラは、次のように説明することができます。

また、「活動上の地位や人間関係などの優位性」とは、以下の中で生じます。
①連盟・協会等の役員とメンバーとの関係性
②指導者（コーチ、監督）と選手との関係性

　③部活動における顧問と部員との関係性
④クラブ・道場内の先輩後輩の関係性

３．「指導者と選手」の関係性を問い直す
体罰・暴力的指導やセクシャル・ハラスメントといったハラスメント、そしてパワハラが生じる根本的な原因として、他

者との不健全かつ不適切な関係性があります。

指導者は、指導スキルや知識、経験などを含め、役割においては権威性（優越性）を有していますが、その健全かつ適
切な使用が求められています。相手を自立した人格として尊重する態度はつねに指導者側に求められる責務であること
を自覚しましょう。

このパンフレットを通して、是非、今一度選手との関係を見つめ直してみて下さい。

【解説】嘉納師範は、柔道修行の目的は、攻撃・防御の練習によって身体を鍛練して強健にし、
　　　　精神の修養につとめて人格の完成をはかり、社会に貢献することであると示されています。

対象者：どなたでも。　受付方法：封書またはメール。
全日本柔道連盟ホームページ（http://www.judo.or.jp）に掲載されている「投稿フォーム」にご記入の上、
ご送付下さい。（ホームページ内で、「柔道目安箱」等で検索できます。）

対象者：全柔連登録会員のみ。
受付方法：封書または電子メール。
全日本柔道連盟ホームページ掲載の「受付票」（「内部通報制度」等で検索）にご記入の上、ご送付下さい。
窓口を2ケ所設けました。　　　　　　　　　　　  （メールの場合、窓口担当者からの返信を受信可能な状態にしてください。）

困った時はご相談ください

嘉納治五郎遺訓より

柔道の真の目的は「人間教育」

●都道府県柔道連盟
各連盟の「コンプライアンス担当」にご相談下さい。

■郵送先：〒112-0003 東京都文京区春日1-16-30　全日本柔道連盟　倫理推進室「柔道目安箱」係
■メール送付先：rinri@judo.or.jp

■郵送先：〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル807号
あたらし橋法律事務所  赤堀文信弁護士気付　全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン

■メール送付先：akahori@atarashibashi.com

■郵送先：〒107-0052 東京都港区赤坂7-5-7 赤坂光陽ビル5階
山田・尾﨑法律事務所　山田奈美香弁護士気付　全日本柔道連盟コンプライアンスホットライン

■メール送付先：n.yamada@yamada-ozaki.com

●全日本柔道連盟「柔道目安箱」

●全日本柔道連盟「内部通報制度（コンプライアンスホットライン）」

（2018 年 10 月発行　発行者：全日本柔道連盟　監修：コンプライアンス委員会　竹村瑞穂、向井幹博、北田典子）

●柔道 MIND 活動のねらいを、今一度考えてみましょう。

■同じ所属（連盟・協会・柔道クラブ・道場）で活動する者に対して、活動上の地位や人間関係などの
　優位性を背景に、それぞれの役割における適正な範囲を超えて、肉体的・精神的苦痛を与える行為、

または活動環境を悪化させる行為。

■指導者と選手は、「教える者」と「教えられる者」という立場の違いはありますが、
　人間としては対等です。

をなくそう柔道界
からパワハラ

柔道は人間教育
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第３４回 全国少年柔道大会
平成26年5月4日（日・祝）午後2時合同錬成
こどもの日5月5日（月・祝）午前7時30分開場、午前9時開始

会場：講道館

主催：全日本柔道少年団、公益財団法人講道館
   公益財団法人全日本柔道連盟、読売新聞社
後援：文部科学省、東京都教育委員会、   、
   一般財団法人東京スポーツ新聞格技振興財団
主管：公益財団法人東京都柔道連盟、東京都柔道少年団


