
平成２９年度　各種柔道大会（予選会・選考会）審判割振表
平成２９年 ４月９日現在 【長野県柔道連盟審判部】

月・日・曜 事業（大会名） 開催会場 警　察 地区 警察 計

４月９日(日) 第２７回長野県柔道体重別 小諸市武道館 和田　　久 土屋　智子 清水賢一郎 手塚　裕司 上原　英樹 各

（ＩＪＦ規定） 選手権大会兼国体選手 審判長：県審判部長 蟻川　竜也 岩下　貴士 西山　　衛 広瀬　喜広 依田　文和 5 2 22

※県柔連理事審判 中澤　聡 北村　洋章 小林　勇介 山下　貴丈 名 名 名

全日本ｼﾞｭﾆｱ柔道体重別選手権大会 池田　武博 土屋　歩 片山　　充 村山　洸介

【県柔連第１回理事会】 竹内　琢美 太田　泉 宮下　倫幸 黒河内　武

４月２３日(日) 長野県審判講習会 松本第一高校 各

Ｃライセンス筆記試験 柔道場等 25 以

※審判服採寸 名 上

６月２５日(日) 第２２回少年少女柔道 上田自然運動公園 健志　和也 小林　誠 竹鼻　博 土屋　歩 栗林　俊彦 宇佐美　薫 百瀬　善規 草間剛太郎 上原　英己

（ＩＪＦ規定） チャンピオン大会 総合体育館 山内　明 石坂　陽六 山内　哲也 津金　謙太 武田　誠 各

「少年大会 第２６回（公社）長野県 審判長：県審判部長 池上　真司 岩下　貴士 中村　貴彦 原　健太郎 井上　統道 6 5 29

特別規定」 柔道整復師少年柔道大会 松田　和也 源城　拓 上原　正善 百瀬　喜市 齋藤　大智 名 名 名

三沢　勇斗 荒井　常幸 前田　　修 北原　潤 大前　　淳

実技試験官 ◎＝責任者副部長 北信審判部長 東信審判部長 南信審判部長 中信審判部長 中山　三雄

黒河内　武 小林　修 中島　幸則 勝見　藤一 小澤　正幸 広瀬　喜広 藤井　誠

（Ｃライセンス実技試験） 島田　大誉 久保　智則 山本　陽介 藤原　浩二 青木　志太

過去の実技未受験候補者 杉野　将平 大口　真希 大鹿　仁史 山口　美咲

藤澤　亮輔 高見澤　光 細井　幸樹 小林　美優 11 3 14

【受験者】 原　裕介 名 名 名

７月２日(日) 国体選手選考会 小諸市武道館 大塚　桂樹 勝見　藤一 原　和男 広瀬　喜広 藤井　誠 各

（ＩＪＦ規定） 審判長：県審判部長 高野　和夫 岩下　貴士 百瀬　渡 黒河内　武 依田　文和 5 2 22

【県柔連第２回理事会】 布施谷　貴博 太田　泉 久保田　昇 遠藤　一彦 名 名 名

関　俊哉 芹沢　　隆 伊東　真也 曽我　斉

松林　正喜 北村　洋章 宮坂　光哉 佐久　浩信

１０月　１日(日) 第６７回県下四地区 小諸市武道館 中濱　　徹 岩崎　恒春 長保　美也 黒河内　武 中澤　真樹 各

（ＩＪＦ規定） 対抗柔道大会 審判長：県審判部長 涌井　孝治 茂木　和也 石澤　育博 曽我　斉 小野澤　昭則 4 4 20

徳武　宗昭 勝見　藤一 新村　　篤 斉藤　公志郎 丸山　將太 名 名 名

田中　健一 内山　貴之 保科　浩之 遠藤　一彦 堀川　政之

１１月２６日(日) 第２２回醍醐敏郎杯全国 松本市総合体育館 小林　優樹 小宮山　幸広 坂口　龍磨 新井　一幸 森本　敏弘 宮下　隆幸 鳥羽　諒

（ＩＪＦ規定） 少年柔道錬成大会 審判長：県審判部長 浅井　一将 宮沢　智就 藤原　克好 田口　信宏 小木曽　康二 白上　明史 百瀬　尚也

「少年大会 今井　伸哉 町田　省吾 佐藤　直幸 石田　和輝 熊谷　考起 福沢　光高 高木　　漠 各

特別規定」 小林　央 本田　耕一 佐藤　映治 佐々木　陽仁 佐々木康司 嶋岡　正樹 橋爪　　謙 22 7

栗林　秀樹 山岸　将晃 立野　義忠 下川　優希 近藤　圭三 中島　和弘 羽山　雄大 名 名

栗林　岳人 高田　雄一 菊池　伸章 水澤　健人 野沢　仁志 池本　彰寛 吉川　糧

宮沢　貴博 増田　訓雄 青木　知也 太田　泉 赤木　和教 伊藤　　篤 堀川　卓也

森腰　　淳 羽生田孝明 生駒　茂夫 三井　和弘 北原　和樹 鬼頭　　実

小林　正博 森腰　令 小宮山　裕章 西澤　貴之 星野　恒実 小泉　瑞生

大前進一郎 関　宗弘 荒井　雄士 土屋　樹 山岸　大悟 福澤　憲一

増田　　学 滝澤　啓三 岩崎　健一

丸山　正一 鷹野　慶一 滝澤　健一

２月４日(日) 全日本柔道選手権大会県予選 松本市 久保田博明 青木　和仁 花岡　敏博 山下　貴丈 各

全日本女子柔道選手権大会県予選 柔剣道場 五明　拓也 土屋　智子 巣山　稔 手塚　裕司 4 0 16

（ＩＪＦ規定） 【県柔連第４回理事会】 審判長：県審判部長 中島　行則 小櫻　尚貴 小林　一秀 広瀬　喜広 名 名 名

土屋　良視 内山　貴之 伊藤　浩二 下島　正信 名

３月１８日(日) 第３７回全国少年柔道大会 松本市 峯村　　篤 岩下　貴士 小林　大樹 曽我　斉 各

（ＩＪＦ規定） 柔剣道場 春原　昌弘 竹村　幸徳 田村　晃一 黒河内　武 4 0 16

「少年大会 審判長：県審判部長 大杉　裕樹 山本　純輝 井川　晃 広瀬　喜広 名 名 名

特別規定」 高村　和男 荒井　常幸 小林　健二 草間　剛太郎

東信 【日　時】 平成２９年４月２３日（日）

月・日・曜 大　会　名 開催場所 審判員 中信 【場　所】 松本第一高校

６月17日(土) 第39回柔道整復師会 長野運動公園 藤井　誠 【講　師】 全柔連審判委員　天野　安喜子先生

(IJF規定) 北信越ブロック柔道大会 総合体育館 上原　英樹

※警察、刑務のＡライセンスで選出 中山　三雄

審判長：黒河内　武 曽我　斉 【筆　記】 平成２９年４月２３日（日）

長野県審判講習会

７月９日（日） 第４８回北信越ジュニア 堀川　卓也 【場　所】 中信地区

（IJF規定） 第１８回北信越女子ジュニア 石川県立武道館 塩沢　誉 【実　技】 平成２９年６月２５日（日）

Bライセンス試験 体重別選手権 受験者 太田　泉 第２２回少年少女柔道チャンピオン大会

筆記８日（土） 津金　謙太 第２６回（公社）長野県柔道整復師少年柔道大会

実技９日（日） 安田　忠久 【場　所】 上田自然運動公園総合体育館

８月２７日（日） 第３９回北信越 福井県 A 高橋　俊充

（ＩＪＦ規定） 国民体育大会柔道競技 福井県立武道館 A 広瀬　喜広

A 中澤　俊明

３月４日（日） 第４７回北信越 新潟県 A 上原　英樹

（ＩＪＦ規定） 全日本選手権予選会 A 高橋　俊充

第３３回北信越女子

全日本選手権予選会

8

　　全国大会・北信越（予選会・選考会） 　　　☆　県　審　判　講　習　会　☆

Ａ　広瀬　喜広

審　　　判　　　員　　　氏　　　名 予定人数

北　信 東　信 南　信

名

ライセンス
取得者全員

中　信

　　☆　C　ラ　イ　セ　ン　ス　試　験　☆

全柔連公認Aライセンス受験者

岩下　貴士

手塚　裕司

※各地区審判部長は受付、販売、筆記試験監督があります。


