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平成31年4月7日
第29回長野県柔道体重別選手権大会兼第1次国体選手選考会（小諸市武道館）

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会県予選会（小諸市武道館）



令和元年5月19日
長野県審判講習会（講師 大迫先生）

（佐久大学）

第21回長野県柔道形競技大会（7種目）
（小諸市武道館）



令和元年6月23日
第24回長野県少年・少女柔道
チャンピオン大会兼

第28回長野県柔道整復師会
少年柔道大会

（上田市自然運動公園総合体育館）

長野県少年少女柔道教室
（講師 三四郎）



令和元年6月30日
国体選手選考会 2次選考会（小諸市武道館）



令和元年7月7日
北信越ジュニア（男子・女子）柔道体重別選手権大会

（長野運動公園総合体育館）



令和元年9月1日
第52回長野県柔道高段者大会

第21回長野県柔道段別大会
長野県柔道安全講習会
（伊那市武道館）



令和元年9月28日
出口クリスタ世界選手権大会優勝祝賀会



令和元年9月29日
第69回四地区対抗柔道大会（安曇野市三郷体育館）



令和2年2月2日
長野県柔道選手権大会、長野県女子柔道選手権大会

（安曇野市三郷体育館柔道場）



令和2年3月8日
第49回北信越柔道選手権大会

第35回北信越女子柔道選手権大会（富山県 アルビス小杉総合体育館）
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「長野県立武道館」完成に思う

長野県柔道連盟

会 長 木 内 義 雄

令和元年度における長野県柔道連盟の事業計画も、会員の皆さまの御尽力により、滞りなく進め
ることができましたこと心より感謝申し上げます。
令和2年度は新体制により、講道館柔道の普及発展と青少年の健全育成に努めると共に、会員相

互の親睦融和を図っていただきたいと思います。
さて、本連盟の悲願であった長野県立武道館が完成しました。
基本構想として「武道は、礼節を尊重するなど心技体を一体として修練する日本国有の伝統文化

であり、その伝統を次世代に継承していく必要がある。また、武道は競技スポーツとしての一面も
有し、全国大会等での本県選手の活躍は地域の一体感を醸成し、県民に元気と勇気をもたらすこと
が期待されることから、本県の武道の競技力を向上させる必要がある。さらに武道は、子供から高
齢者まで幅広い年代の方が年齢、体力、技術、目的等それぞれの状況に応じて取り組める運動文化
であり、世界一の健康長寿を目指すけん引役として、体力・運動能力の向上、生涯にわたる健康づ
くりを推進すること、世代間活性化を通じ、青少年の健全育成や高齢者の生きがいづくりに貢献す
ることが期待されることから、広く普及していく必要がある。」と述べられています。
よって、このような状況を踏まえ、武道を普及・振興するために、次のような視点から環境を作

り上げていくことが求められています。
●武道の伝統を守り競技力を向上させるために、レベルの高い大会や講習会を開催し、競技者や指
導者の活動意欲を高めていくこと。

●誰もが安心・安全に武道に取り組むことができるよう、新たな指導者の育成や資質の向上を図る
こと。

●トップレベルの選手が集う大会などの開催を通じて、武道を見る機会やボランティア等で大会を
支える機会が充実し、子供たちが様々な体験を重ねたり、多様な人々が交流することで地域の活
性化につながること。

●武道関連の情報を幅広く発信することにより、多くの県民が武道に関心を持ち、より身近に感じ
て親しむこと。

等が求められています。
奇しくも、柔道をアピールするに最適な、東京オリンピック・パラリンピック、長野インターハ

イ、全中そして、長野県立武道館で開催される、長野国体柔道競技と目白押しに予定されていま
す。我々は、このチャンスを活かし、柔道の普及・発展のため、具体的施策を計画・実施していく
ことが大切なことと思っております。
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長野県柔道の展望

長野県柔道連盟

理事長 中 澤 俊 明

令和元年度における、長野県柔道連盟の事業計画も皆様方の御尽力により、滞りなく進めること
ができましたこと、紙面をお借りして感謝申し上げます。

新年号「令和」とともに、長野県の柔道家が長年待ち続けた、県立武道館が佐久市に完成しまし
た。全国有数の規模を誇る武道館を基盤に長野県柔道の普及振興と選手強化を図っていくことが、
本連盟役員の大きな使命だと強く感じております。
しかし、柔道の普及振興と選手強化を行う過程で大きな問題点があります。
それは、柔道人口の減少です。この非常に難しい課題に対して、多くの指導者の方々が策を講じ

取り組んでいただいておりますが、直ぐに結果が出るカンフル剤もないため、地道な普及活動を根
気よく続ける必要があるとともに、その活動を支えるための風通しの良い組織作りにも力を尽くし
て行きたいと考えております。
この様な厳しい状況下、2027年には県立武道館を会場とした長野国体が開催されます。
より多くの県民の皆様から応援を得て、長野県チームが優秀な成果を挙げるためには、柔道が身

近で親しみを感じる存在となる必要があります。
幸いなことに、柔道が身近で親しみを感じる最高な機会として、東京オリンピック・パラリン

ピック、長野インターハイ、長野全中、長野国体等の高レベルな各種大会が目白押しに予定されて
おります。
このアピールする大チャンスを活かすため、日頃から長野県柔道を支援くださっている
○2019年世界柔道選手権東京大会女子57㎏級優勝
誠心館道場出身 カナダ代表 出口クリスタ選手

○タレント・ラジオパーソナリティ・柔道家
松山三四六さん

ほか、県内外で活躍される有力選手や著名人の方々と一致団結して長野県柔道を盛り上げて行きた
いと考えております。

－3－



令和元年度 長野県柔道連盟事業報告
1 法人会員・賛助会員
法人会員 特別会員（10）（公社）長野県柔道整復師会 会長 高田 保

住所：長野市安茂里伊勢宮2167－9
賛助会員 一般会員（13）丸子警報器株式会社 代表取締役 塚田正晴

住所：上田市上丸子1880
一般会員（12）日信サービス株式会社 代表取締役 宮下直也

住所：上田市国分1－1－9
一般会員（12）早川多津男様

住所：佐久市中込32－3

2 諸会議
（1） 長野県柔道連盟

① 第1回理事会 平成31年 4月7日 小諸市武道館
② 第2回理事会 令和元年 6月30日 小諸市武道館
③ 第3回理事会 令和元年 12月7日 長野市「ホテルメトロポリタン長野」
④ 第4回理事会 令和2年 2月2日 安曇野市三郷文化公園体育館柔道場
⑤ 監査 令和2年 3月28日 長野県立武道館
⑥ 理事・評議員会 令和2年 3月28日 長野県立武道館

・令和元年度事業・決算報告 ・令和2年度事業計画・予算（案）
（2） 北信越柔道連盟

① 理事・幹事会 ・北信越各種大会の組み合わせ等
令和元年 6月8日（土）新潟市鳥屋野総合体育館
令和元年 7月6日（土）長野運動公園総合体育館
令和元年 9月21日（土）福井県立武道館
令和2年 3月7日（土）富山県富山市自遊館

② 推薦委員会・六段昇段候補者の審議
令和元年 9月21日（土）福井県立武道館

③ 監査会 令和2年 3月7日（土）富山県富山市自遊館
④ 評議員会 令和2年 3月7日（土）富山県富山市自遊館

・令和元年度事業・決算報告 ・令和2年度事業計画・予算（案）
（3）（公財）全日本柔道連盟

① 理事会 年2回 講道館
② 全国代表者会議 年2回 講道館
③ 審判推薦委員会 年3回 講道館

（4）（公財）講道館
① 昇段事務委託団体代表者会議 令和2年3月 講道館

（5）（公財）長野県体育協会
① 総務専門委員会 3回 長野市「県スポーツ会館」
② 評議員会 2回 長野市「県スポーツ会館」
③ 競技団体ヒヤリング 令和元年11月 長野市「県スポーツ会館」
④ 競技力向上専門委員会 令和元年6月 長野市「県スポーツ会館」
⑤ 競技力向上正副専門委員長会 令和元年12月 長野市「県スポーツ会館」
⑥ 理事長・競技力向上専門委員合同会議 令和元年12月 長野市「県スポーツ会館」
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3 大会等の開催
（1） 第29回長野県柔道体重別選手権大会兼国体選手一次選考会（成年男子）

平成31年 4月7日（日）小諸市武道館
参加者：男子4階級10名

（2） 全日本ジュニア・女子ジュニア柔道体重別選手権大会長野県予選会
平成31年 4月7日（日）小諸市武道館
参加者：男子8階級 63名、女子8階級 29名 計92名
＊男女各階級1位が北信越大会に出場

（3）第21回長野県柔道形競技大会
令和元年 5月19日（日）小諸市武道館柔道場
投の形・固の形・極の形・柔の形・講道館護身術・古式の形を実施 計24名
＊各形の1位が北信越大会へ出場

（4）第24回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会兼学年別予選会
第28回（公社）長野県柔道整復師会少年柔道大会
平成元年 6月23日（日）上田自然運動公園総合体育館 参加者 計260名

（5）長野県少年少女柔道教室
平成元年 6月23日（日）上田自然運動公園体育館
講師：松山三四六さん

（6）令和元年国民体育大会柔道競技長野県選手選考会
令和元年 6月30日（日）小諸市武道館
参加者：成年男子26名、少年男子38名、女子23名 計87名

（7）第52回長野県柔道高段者大会・第21回県柔道段別大会
令和元年 9月1日（日）伊那市武道館柔道場
大会参加者：参段4名、四段8名、五段4名、六段2名 計18名

（8）第69回長野県四地区対抗柔道大会
令和2年 9月29日（日）安曇野市三郷文化公園体育館
優勝：男子 中信地区、女子 東信地区

（9）第24回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会
令和元年 11月23日（土）・24日（日）松本市総合体育館
参加者数：小・中学生 約2，000名参加

（10）令和元年度第26回長野県中学校新人柔道団体優勝大会兼選考会
台風19号による被災のため中止

（11）令和元年度第42回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会
令和2年 1月11日（土）・12日（日）小諸市武道館
男女団体戦、個人戦：男子5階級、女子5階級
＊男子優勝：松商学園高等学校、女子優勝：松商学園高等学校が全国大会へ出場
個人戦各階級優勝者が全国大会へ出場

（12）長野県柔道選手権大会・長野県女子柔道選手権大会
令和2年 2月2日（日）安曇野市三郷文化公園体育館柔道場
参加者：男子14名、女子4名 計18名
男女各3位までが北信越大会へ出場

（13）第40回全国少年柔道大会長野県予選会
全国少年柔道大会が中止のため中止

4 北信越大会・全国大会への選手・団体の派遣
（1） 第39回全国少年柔道大会

令和元年 5月4日（土）・5日（日） 東京都講道館
沖縄県 読谷少年柔道クラブ 2－3 長野県 若穂柔剣道育成会
兵庫県 広畑柔道教室 3－0 長野県 若穂柔剣道育成会

（2）第21回北信越柔道形競技大会
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令和元年 6月9日（日）新潟市鳥屋野総合体育館
極の形 優勝 中平義仁・原 和男
五の形 優勝 丸尾 泉・勝見藤一

（3） 北信越ジュニア柔道選手権大会・同女子ジュニア柔道選手権大会
令和元年 7月7日（日）長野運動公園総合体育館
優勝：男子66㎏級 出口隼矢 東海大諏訪高等学校

73㎏級 角田 丈 松本第一高等学校
女子63㎏級 矢澤愛理 松商学園高等学校

＊各階級の優勝者は全国大会へ出場
（4）全国高等学校総合体育大会柔道競技

令和元年 8月9日（金）～ 8月13日（火）鹿児島県鹿児島市鹿児島アリーナ
男子団体：東海大諏訪高等学校出場 女子団体：松商学園高等学校出場
個人：各代表出場

（5）第50回全国中学校柔道大会
令和元年 8月17日（土）～20日（火）兵庫県立武道館
女子57kg級 第3位 舩山葵音（上田市立第二中）

（6）第16回全日本小学生学年別柔道大会
令和元年 8月11日（日） 愛知県武道館
学年別男女2階級 8名出場

（7）第40回北信越国民体育大会柔道競技
令和元年 8月25日（日）石川県立武道館
少年男子 第3位 女子 第2位

（8）令和元年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
令和元年 9月14日（土）・15日（日）埼玉県上尾市 埼玉県立武道館
男子2階級、女子1階級に3名が出場

（9）令和元年度全日本柔道形競技大会
令和元年10月27日（日）東京都文京区講道館
極の形 中平義仁・原 和男組 第8位
五の形 丸尾 泉・藤見藤一組 第8位

（10）第74回国民体育大会柔道競技
令和元年10月5日（土）～ 7日（月）茨城県龍ヶ崎市総合体育館
成年男子：山口駿輔（松本少年刑務所）、茂木才跡（中央大学）、平林直矢（東海大学）、

橋爪 謙（県警）、鳥羽 潤（筑波大学）
1回戦 埼玉県 4－0 長野県

（11）第49回北信越柔道選手権大会・第35回北信越女子柔道選手権大会
令和2年 3月7日（日）富山県アルビス小杉総合体育館
男子 橋爪 謙（長野県警）、吉川 糧（長野県警）、中澤優太（長野県警）出場
女子 武居沙知（長野県警）出場

（12）第42回全国高等学校柔道選手権大会
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

（1３）その他の大会・講習会への参加
①平成31年全国柔道高段者大会
平成31年 4月28日（土）東京都文京区講道館 参加者：42名

②北信越柔道「形」講習会・審査会
令和元年 9月21日（土）・22日（日）福井県立武道館
受講者：講道館護身術 1名 計 1名

③第57回北信越柔道高段者大会
令和元年 9月22日（日）福井県立武道館
参加者：五段10名、六段 9名、七段 7名 計26名
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5 選手強化
（1） 小学校の強化
① 強化選手の指定
② 合同練習、練習試合等の実施

（2） 中学生の強化
① 強化選手の指定
② 合同練習、練習試合、県外遠征等の実施

（3） 国体選手の強化
① 成年男子、成年女子、少年男子、少年女子選手の選考
② 合同練習、練習試合、県外遠征等の強化策による選手強化

（4） 北信越ブロック競技者育成事業・小学生強化合宿
令和元年 9月14日（土）～16日（月）福井県立武道館
参加者：男子10名、女子 5名、指導者 3名 計18名

6 昇段審査
（1） 特別推薦委員会 令和元年 6月30日（日）小諸市武道館柔道場

六段候補者推薦 6名
（2） 長野県柔道連盟昇段推薦委員会

四段 8名合格、五段 3名合格、合計11名合格

7 講習会の開催
（1） 長野県柔道連盟審判講習会

令和元年 5月19日（日）佐久大学
講師：全日本柔道連盟審判委員会委員長 大迫明伸先生 参加人員 259名

8 指導者の育成
（1）（公財）全日本柔道連盟公認審判員Cライセンス試験

令和元年 5月19日（日）佐久大学
令和元年 6月23日（日）上田自然運動公園体育館 15名合格

（2）（公財）全日本柔道連盟公認審判員Bライセンス試験
令和元年 7月6日（土）・ 7日（日） 長野運動公園総合体育館
Bライセンス受験者 5名 合格者 5名
（蟻川竜也、佐久優真、原 和男、井上統道、中村徳樹）

（3）（公財）全日本柔道連盟公認審判員Aライセンス試験
受験者 2名 合格者 1名（北村和幸）

（4）（公財）全日本柔道連盟公認B指導員養成講習会（3日間）
会場：松本第一高等学校
講師；久保山正秋、藤井 誠、中山三雄、内山貴之、中澤俊明、勝見藤一
・令和元年11月16日（土） 9：30～17：00
・令和元年11月17日（日） 9：30～17：00
・令和元年12月1日（日） 9：30～17：00
B指導員合格者 3名

（5）（公財）全日本柔道連盟公認C・準指導員養成講習会・更新講習会（2日間）
会場：松本第一高等学校
講師：勝見藤一、藤井 誠、中澤俊明、中山重光
・令和2年 1月18日（土） 9：30～17：00
・令和2年 1月19日（日） 9：30～17：00
C指導員合格者 12名 準指導員合格者 3名 更新講習受講者 17名
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9 表彰
（1）（公財）長野県体育協会表彰

・有功章 個人：宮原一治
団体：該当団体なし

（2） 長野県柔道連盟特別表彰
・第49回全国中学校総合体育大会柔道競技大会
女子57㎏級 第3位 舩山葵音（上田市立第二中）

・長野県少年・少女柔道チャンピオン大会6年連続優勝
鈴木ケイ 滴木館道場

10「柔道ながの」第29号の発行
「柔道ながの」第29号（平成30年度版）11月発行（800部）
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平成３１年度
令和元年度 長野県柔道連盟事業計画
月 日 曜 事 業 名 場 所 備 考

7 日 □第29回長野県柔道体重別選手権大会兼
第1次国体選手選考会 小諸市武道館

〃 〃 □全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
県予選会 〃

〃 〃 □第1回理事会 〃

4 14 日 全日本カデ体重別選手権大会 大阪府東和薬品ラクタブドー
ム

21 日 全日本女子柔道選手権大会 横浜文化体育館
28 日 平成31年全国柔道高段者大会 講道館
29 月 全日本柔道選手権大会 日本武道館
4―5 土日 全国少年柔道大会 （合同錬成） 講道館

5 19 日 □審判講習会・Cライセンス筆記試験 佐久大学

〃 〃 □第21回長野県柔道形競技大会（7種目）
午後 小諸市武道館

1―2 土―日 ○長野県高校総合体育大会柔道競技会 駒ヶ根市武道館
2 日 マルちゃん杯中部少年柔道大会 静岡県浜北総合総合体育館

8 土 ・北信越柔道「講道館形講習会」・幹事
会・理事会 新潟市亀田総合体育館

9 日 ・第21回北信越柔道形競技会 〃

6 14―16 金―日 ・第60回北信越高校総体柔道競技 富山県アルビス小杉総合体育
館

23 日 □第24回長野県少年・少女柔道チャンピ
オン大会 兼 上田自然運動公園総合体育館 Cライセンス

実技試験
第28回（公社）長野県柔道整復師会少
年柔道大会

30 日 □国体選手選考会 2次選考会 小諸市武道館
〃 〃 □第2回県理事会 □推薦委員会 〃 六段推薦

6 土 □北信越幹事会 ・Bライセンス審判員
試験 長野運動公園総合体育館 B候補3～5

名

7 7 日 □北信越ジュニア（女子含む）柔道体重
別選手権大会 〃 審判員：3名

以上
13―14 土―日 ○長野県中学総合体育大会柔道競技 〃
28 日 □第1回県昇段審査・審議会 辰野中学校
〃 〃 全日本少年少女武道錬成大会 日本武道館

5―6 月―火 ・第40回北信越中学校柔道大会 新潟県新発田市カルチャーセ
ンター

9―13 金―火 第68回全国高等学校総合体育大会柔道
競技大会 鹿児島市鹿児島アリーナ

8 11 日 全国小学生学年別柔道大会 愛媛県武道館
17―20 土―火 全国中学校柔道大会 兵庫県立武道館
24―25 土―日 ・第40回北信越国民体育大会柔道競技 石川県立武道館 審判員：2名

31―1 土―日 ・第21回北信越学生柔道体重別団体優勝
大会 石川県立武道館
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月 日 曜 事 業 名 場 所 備 考

1 日 □第52回長野県柔道高段者大会・第21回
県柔道段別大会・安全講習会 伊那市武道館

6 金 関東管区内警察柔道大会 関東管区警察学校
14―15 土―日 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 埼玉県立武道館

〃 〃 全日本実業個人選手権大会 兵庫県尼崎市ベイコム総合体
育館

9
14―16 土―月 ・北信越地区有望選手発掘のための合宿

（小学生強化合宿） 福井県立武道館 指3：選男10
女5

21―22 土―日 ・北信越柔道高段者形講習会・審査会・
幹事会 福井県立武道館 六段候補

22 日 ・第57回北信越柔道高段者大会 〃
29 日 □第69回四地区対抗柔道大会 安曇野市三郷体育館
5―7 土―月 国民体育大会柔道競技 茨城県龍ヶ崎市総合体育館
6 日 □第2回県昇段審査・審議会 千曲市立更埴体育館
13 日 □第3回県昇段審査・審議会 松本第一高校

10 26―27 土―日 ・第10回北信越スポーツひのまるキッズ大会 富山県アルビス小杉総合体育館
27 日 □第4回県昇段審査・審議会 小諸市武道館

〃 〃 ○第38回長野県実業団柔道大会知事杯争
奪第25回女子柔道大会 駒ヶ根武道館

〃 〃 全日本柔道形競技大会 講道館
1―2 金―土 ○長野県高校新人柔道大会 長野運動公園総合体育館

11
2―3 土―日 講道館杯全日本体重別選手権大会 千葉ポートアリーナ
16―17 土―日 □B指導員養成講習会 松本第一高校
23―24 土―日 □第24回醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 松本市総合体育館
1 日 □B指導員養成講習会 松本第一高校

12
7 土 □第3回県理事会 ホテルメトロポリタン長野

8 日 □第26回県中学校新人柔道団体優勝大会
兼選考会 長野運動公園総合体育館

1
11―12 土―日 □第42回全国高校柔道選手権大会長野県

大会 小諸市武道館

18―19 土―日 □長野県C指導者養成講習会及び試験 松本第一高校

2
2 日 □長野県柔道選手権大会・長野県女子柔

道選手権大会 安曇野市三郷体育館柔道場

〃 〃 □第4回県理事会 〃

7 土 ・北信越柔道監査 ・幹事会・理事・評
議員会

富山県アルビス小杉総合体育
館

8 日 ・第49回北信越柔道選手権大会・第35回
北信越女子柔道選手権大 〃 審判員：3名

3 20 金 長野県立武道館開館記念イベント 長野県立武道館
20―21 金―土 全国高等学校柔道選手権大会 ALSOKぐんまアリーナ

28 土 □理事、評議員会、会計監査 長野県立
武道館開館記念柔道教室（中・高校生）長野県立武道館

29 日 □第40回長野県少年柔道大会 長野県立
武道館開館記念柔道教室（小学生） 長野県立武道館

□印：主催・主管事業・大会 ○印：県内開催大会 ・印：北信越開催大会

－10－



平成30・31・令和元年度長野県柔道連盟役員名簿表
顧問 （16） 笹井計知 清水 浩 竹鼻 要 儀藤健治 渡辺展猛 内山 清

米山 廣 塚田修三 栗林隆治 磯部栄二 西條春雄 森 寛夫
内山富之 三田正三 伊藤泰充 有賀泰司

名誉会長 村山良治
会 長 木内義雄
副会長 （5） 宮原一治（北信） 岩下富夫（東信） 津金武寿（中信） 宮坂健一（南信）

久保山正秋（会指）
理事長 中澤俊明
事務局長 勝見藤一
理事 （25） 涌井雅幸（北信） 大塚紀明（東信） 柴田大蔵（中信） 武井弘美（南信）

井出英孝（審議） 石田 修（審議） 藤井 誠（審判・編集） 中山三雄（男強）
手塚明日香（女強）中山重光（競技） 内山貴之（普及） 大平勇一（登録）
菊地宗昭（形振） 松永大吾（安指） 遠藤一彦（情管） 涌井孝治（中体）
土屋智子（高体） 上原英樹（警察） 下島正信（刑務） 保尊伸昭（柔整）
小林淑希（北評） 伊坂倉一（会指） 塩入文雄（会指） 和田 久（会指）
早川多津男（実業・武道館）

評議員 （19） 寺内 亨（北信） 春原昌弘（北信） 涌井俊幸（北信） 石坂秀司（東信）
笠井洋二（東信） 土屋 進（東信） 猪俣正雄（中信） 三澤賢二（中信）
羽重暁雄（中信） 小口久人（南信） 佐久信雄（南信） 藤森佐一（南信）
安田忠久（中体） 五明拓哉（高体） 倉石宣彦（警察） 草間剛太郎（刑務）
岩崎恒春（実業） 田中健一（柔整） 杠 俊介（学柔連）

監事 （4） 土屋良視（北信） 青木直人（東信） 金田忠雄（中信） 矢崎宏明（南信）
事務局次長（4） 平林友一 丸尾 泉 北村和幸 染野正明
【専門部】 ◎部長 ○副部長
審議部 （14） ◎井出英孝 ○石田 修

木内義雄（会長） 中澤俊明（理事長） 宮原一治（北信） 岩下富夫（東信）
津金武寿（中信） 宮坂健一（南信） 長谷部光一（北信） 生島常吉（東信）
水澤 功（中信） 大森素久（南信） 菊地宗昭（警察） 内山富之（柔整）

審判部 （6） ◎藤井 誠 ○黒河内武
水野岳雄（北信） 勝見藤一（東信） 広瀬喜広（中信） 小澤正幸（南信）

男子強化部（7） ◎中山三雄 ○手塚裕司
岩下貴士 津金武寿 涌井孝治 丸山將太
百瀬 渡
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女子強化部（6） ◎手塚明日香 ○土屋智子
丸山さくら 安田忠久 佐藤智洋 原 和男

普及部 （6） ◎内山貴之 ○村山洸介
大杉裕樹 土屋 歩 斉藤公志郎 原 和男

競技部 （6） ◎中山重光 ○錦織勝雄
蟻川竜也 青木和仁 青木弘泰 塩沢 誉

登録部 （6） ◎大平勇一 ○山﨑健悟
山﨑健悟 土屋 樹 高原祐樹 白子吉徳
堀川政之

編集部 （6） ◎藤井 誠 ○有賀真由美
中澤 聡 出田吉徳 斉藤公志郎 小口隆秀

形振興部 （6） ◎菊地宗昭 ○大森千草
徳武宗昭 松井貴文 下島正信 武井弘美

安全指導部（8） ◎松永大吾 ○尾崎猛智
藤田卓也 宮沢友規 村山洸介 長岡 聡
中島行則（中体） 百瀬 渡（高体）

情報管理部（6） ◎遠藤一彦 ○佐久浩信
栗林岳人 土屋 樹 松葉健児 宮下倫幸

昇段事務担当（5） ◎北村和幸
江村春彦 柳沢郁之 草間剛太郎 大森千草

特別専門部（4） ◎早川多津男 ○錦織勝雄
（武道館振興担当） 佐藤智洋 佐久優真
特別専門部（1） ◎和田 久
（長野インターハイ担当）
講道館 講道館段位推薦委託団体委員 木内義雄
全日本柔道連盟 評議員 木内義雄 代議員 岩下富夫 審判委員会 木内義雄（選考審査部員）
北信越柔道連盟 副会長 木内義雄 評議員 小林淑希 幹事 染野正明

審議員 木内義雄 審議員 井出英孝 監事 平林友一
北信越競技者育成委員 内山貴之

長野県体育協会 総務専門委員・評議員 木内義雄 競技力向上委員 岩下貴士
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北信柔道連盟だより
令和元年度 北信柔道連盟だより

北信柔道連盟 会長 宮 原 一 治

北信柔道連盟にとって令和元年度は波乱の年でした。上半期は順調に諸行事が実施できました
が、10月には台風19号の甚大な被害に見舞われ高体連、中体連の新人戦を中止しました。柔道関係
者にも被災された皆様が大勢いらっしゃいます。この場を借りて改めてお見舞い申し上げます。ま
た、2月後半からの新型コロナ感染症の影響ですべての行事を中止せざるを得なくなりました。こ
のような状況ではありますが北信が実施している普及活動の一端を紹介させていただきます。
柔道人口の減少は少子化と同時に柔道の魅力を一般の皆様に伝えることができなかったからであ

ると考えています。タレントであり柔道家でもある松山三四六さんの柔道に対する見識と知名度を
生かして「三四六先生の柔道教室」企画しました。結果としてコロナの影響で開催日直前に中止い
たしましたが、小学校を通じ約3000枚のパンフレットを配布することができました。広報という意
味では今後よい影響が出てくると思います。また、裾野拡大事業として柔道の普及に資するための
予算を確保してあります。各柔道教室や学校の柔道部に部員勧誘のためのパンフレットを作ってい
ただくなど、自由な発想で利用できる予算です。広報活動をしなければ柔道人口の拡大はないと思
いますので今後拡充を図っていきたいと考えております。
コロナ禍にあって次々と大会等が中止されている中ではありますが感染対策を十分に取りながら

柔道を続けていくことが重要であると考えております。今後とも私どもの活動にご理解を賜わりま
すようお願いいたします。
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東信柔道連盟だより
令和元年度を振り返って

東信柔道連盟 会長 岩 下 富 夫

令和元年度の東信柔道連盟の事業も会員の皆様方のご協力を頂き無事終了致しました事に、心よ
り感謝申し上げます。
東信柔道連盟は、普及発展・強化に重点を置き活動を行っております。

県中学校大会優勝者
（女子）40㎏級 大内 瑞稀（丸子北）57㎏級 船山 葵音（上田二）

78㎏級 市川 日向（佐久長聖）
（男子）81㎏級 丸山 栄人（丸子北）90㎏超 藤巻 大和（佐久長聖）
（同北信越大会）優勝者
（女子）57㎏級 船山 葵音（上田二）
（男子）90㎏級超 藤巻 大和（佐久長聖），
（同全国大会）入賞者
（女子）57㎏級 船山 葵音（上田二）第三位
県全国高校総合体育大会（優勝者）
（男子）100㎏級 塩沢 忠沖（佐久長聖）
（女子）48㎏級 荻原 杏奈（丸子修学館）
（女子）78㎏級 伊藤 ゆりあ（佐久長聖）
県高校選手権大会（優勝者）
（男子）73㎏級 市川 恵大（佐久長聖）
（女子）48㎏級 中村 かの（佐久長聖）
三月の全国選手権大会は新型コロナウイルス自粛の為中止となりました。
10月の日整少年全国大会も台風19号の為中止

第69回の県四地区対抗柔道大会では東信女子チームが四連覇を致しました。
以上の様に、徐々に強化の弓は成果が実りつつあるのでないか、これも各指導者の熱心な指導の

賜物だと思います。
当連盟でも普及は、少年、中学、高校共に減少の傾向にあります。なぜ、柔道は人気がなくなっ

たか、社会の構造的な変化にうまく対応したものは人気がでたが柔道はこの変化にうまく対応出来
なかったように思います。
柔道の楽しみを増やす柔道、社会は大きく変化し成果だけでなく、成果に至る（プロセス）をい

かに楽しめるか、青少年のしつけとしての柔道、アスリートとしての柔道だけでなく、それぞれ
が、それぞれの楽しめるような柔道に変化していく必要があるのではないか少子化など言葉で逃げ
るではなく魅力ある柔道界にしていく努力に務めたいと思います。
今後とも、皆々様のご指導・ご協力をよろしくお願い致します。
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中信柔道連盟だより
令和元年度を振り返って

中信柔道連盟 会長 津 金 武 寿

本年度も会員の皆様のご協力の下、ほぼ予定通りに無事終了することができました。この場をお
借りして改めてお礼申し上げます。
今年度は中信柔道連盟のみならず長野県柔道連盟にとりましても誠に喜ばしい出来事がありまし

た。8月に東京で行われた世界柔道選手権大会女子57㎏級において、本県出身の出口クリスタ選手
が見事金メダルに輝き世界チャンピオンとなりました。長野県柔道界の長年の悲願であり、夢で
あった快挙に関係者のみならず多くの人々が感動したことと思います。また、あきらめず挑戦し続
けて夢をつかみ取った姿に勇気づけられもしました。本人の努力はもちろん柔道家としての基礎を
築き大きな実を結んだ原点は地元での指導にあるだろうと指導された各先生方にも敬意を表したい
と存じます。
恒例の醍醐敏郎杯ですが、今年は醍醐先生がお見えにならず参加者の減少が懸念されておりまし

たが例年通り盛大に無事行うことができ安堵いたしました。中信柔道連盟会員ばかりでなく多くの
皆様のお力添えのお蔭と心より感謝申し上げる次第です。
四地区柔道大会も男子は昨年の雪辱を果たす見事な試合で優勝旗を奪還。女子は惜しくも準優勝

でしたが復活の狼煙を上げる活躍で幕を閉じることができました。
高校生では、矢澤愛理さん（松商学園）が全日本カデ選手権準優勝・小島凛成君（松商学園）・

角田丈君（松本第一）が北信越大会で優勝し、中学生では深沢茉未さん（丘中）が全国中学校総合
体育大会5位入賞する大活躍でした。ますますの活躍を支援していきたいと思います。
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南信柔道連盟だより
令和元年度を振り返って

南信柔道連盟 会長 宮 坂 健 一

本年度は、台風19号の影響で北信地区の災害により柔道の練習や学校生活に影響が出て、中学
校・高等学校の新人柔道大会も中止となりました。1年生、2年生においては練習の成果を発揮す
る機会を失い残念に思います。
被害に遭われた地域の方々にお見舞いを申し上げると共に、今後の更なる復興をお祈り申し上げま
す。
南信地区では年四回の講習会を開催していますが、柔道人口の減少により受講者が減っていま

す。柔道人口を増やす取り組みに力を入れ、日本の武道を守って行かれるよう頑張っていきたいと
思います。
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令和1年度を振り返って
南信柔道連盟 理事長 武 井 弘 美

令和1年度も役員及び関係各位指導者先生方の御協力の御蔭で無事諸事業が終わる事が出来まし
た、心から深く感謝申し上げます。5月19日開催の長野県柔道「形」競技大会が小諸市武道館で行
われ南信の柔の形（保科・柳澤）固の形（原・土屋）極の形（中平・原）が優勝し北信越大会出場
を決めました、北信越大会では極の形（中平・原）が初優勝し全国大会の出場を果たし大会の上位
入賞を目指す為日々練習を行って出場しましたが惜しくも8位でした。私も講道館護身・五の形で
10回全国大会に出場し入賞して来ましたが何回出場しても緊張は計り知れないものが有りました。
その緊張感の中で演武した事は大変良い勉強になり、良い思い出が出来たと思います。令和2年度
も全国大会出場を目標に練習に励んで下さい。是非指導者先生方も「形」の練習をして頂き、きち
んとした礼法を覚え崩しや体捌、相手との理合いを身に着け大会に挑戦して見ては如何でしょう
か、私も協力して指導して行きたいと思います。
令和2年度も諸事業はいろいろ有ります先生方の御指導、御鞭撻と御協力の程宜しくお願い致し

ます。
令和1年度南信から全国大会に出場した方を報告します。
全国高校総合体育大会
団体 東海大学付属諏訪高等学校
個人男子 吉池 優樹 73㎏級（東海大諏訪） 男子 小澤 志賀 81㎏級（東海大諏訪）

男子 上條 宝来 90㎏級（東海大諏訪）
全日本「形」競技大会

極の形 取 中平 義仁 受 原 和男
全国小学生学年別柔道大会

小学5年生 －45㎏級 塩澤 晴（松尾公民館柔道クラブ）
全国中学校総合体育大会柔道競技
個人男子 下平 清哉 55㎏級（緑ヶ丘中学校） 寺沢 奏汰 66kg級（緑ヶ丘中学校）

小林 大勇 90㎏級（茅野市東部中学校）
JOCジュニアオリンピックカップ全国大会

男子 66kg級 出口 隼矢 （東海大諏訪高校）
全国高等学校柔道選手権大会 （中止）
個人 男子 長坂 威生 無差別級（東海大諏訪高校）
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専 門 部 だ よ り
審 議 部

審議部長 井 出 英 孝

令和元年度審議部会及び昇段審査会（四段、五段）の結果報告
今年度の特別審議会は、六段について審議されました。平成27年より講道館の昇段資格に関する

規定が改定されているのをご存じでしょうか？全国大会出場者には、0．25点が全員に加点となって
います。また長野県高段者大会、北信越高段者大会（平成30年より0．25点加点）全国高段者大会が
同等の勝ち点となっています。高段者大会は、年三回ありますので、皆さん誘い合って参加戴きま
すようお願い致します。

▲特別審議会
令和元年6月30日（日）小諸市武道館会議室
六段 手塚祐司、中村重光、江村春彦、西沢 修、佐藤敏夫、小林淑希

▲令和元年度長野県柔道連盟昇段審査会（四段・五段）
・第1回審査会7月28日（日）辰野中学校
四段合格者 有賀克伸、宮坂光哉
五段合格者 花岡敏博

・第2回審査会10月6日（日）長野運動公園
四段合格者 小賀坂源吾、西條雅貴、小賀坂良治、角田顕一郎

・第3回審査会10月13日（日）松本第一高校
五段合格者 柿本 聡

・第4回合格者10月27日（日）小諸市武道館
四段合格者 小林哲士、佐藤智洋
五段合格者 荻原孝雄
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審 判 部
審判部長 藤 井 誠

令和元年度における審判部の活動におきまして、関係各位のご協力をいただき、滞りなく進める
ことができましたことに感謝申し上げます。
任期途中での審判部長としての指名であり、業務について分からない事ばかりでしたが、審判部

員をはじめ、各先生方の温かいご支援を頂きましてありがとうございました。
主な活動については
○長野県柔道連盟主催及び主管する大会における審判
・長野県柔道体重別選手権大会兼国体選手選考会（4月）
・長野県少年少女柔道チャンピオン大会兼長野県柔道整復師少年柔道大会（6月）
・国体選手選考会（6月）
・四地区対抗柔道大会（9月）
・醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会（11月）
・長野県柔道選手権大会・長野県女子柔道選手権大会（2月）

○全国・北信越規模大会における審判
・北信越ジュニア・北信越女子ジュニア体重別選手権大会（7月・長野県）
・北信越国民体育大会柔道競技（8月・石川県）
・北信越柔道選手権大会・北信越女子柔道選手権大会（3月・富山県）

○講習・試験
・長野県審判講習会（5月）
・Cライセンス試験（5月・6月：15名合格）
・Bライセンス試験（7月・長野県：5名合格）
・Aライセンス試験（7月・埼玉県：1名合格）

となり、活動を進めていく中で、来期に向けての反省教訓として①審判員としての意識改革②審判
技能の向上③タイミングの良い助言、指導④データ管理の4点が必要ではないかと感じました。
対策としては、①審判員が試合をコントロールする意識、自身に満ちた姿勢度、正しいジェス

チャー等を審判講習会及ぶ各大会前の審判会議において説明②毎年開催される長野県審判講習会の
みでなく、各地区において開催される大会等に出向いてミニ講習会が実施できるかを検討③審判員
相互によるもの、審判委員によるもの、審判長によるものなど各大会において1回戦終了時を目安
にタイミング良く助言（反則のタイミングなど）④審判員の登録データを適正に管理し、登録漏れ
の対策や更新者への連絡、審判員名簿を作成し事務局から送付される委嘱状の誤送達を防止するな
どがあります。
審判部長としての活動期間は1年間ではありましたが、微力ながら次期審判部長の支援ができれ

ばと考えています。
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強化指導部

男子強化部長 中 山 三 雄

日頃は強化部に対しまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。また、小・中・
高校と指導されている先生方におかれましては、子どもたちに熱意と愛情のある指導をしていただ
き、心から感謝申し上げます。
昨年の北信越国体、本国体では、結果を残すことができませんでしたが、近い未来、活躍できる

と予想される選手が多く、今後おおいに期待できると感じています。
2021年に全国高等学校総合体育大会柔道競技、また、7年後には国民体育大会柔道競技が長野県
で行われる予定であり、全国高等学校総合体育大会柔道競技では上位を狙える選手がいると思いま
す。未来の長野県柔道のために、
「一貫した強化、育成・サポート」
「指導者間と選手間及び選手と指導者のコミュニケーション」

が重要であると考えます。
国民体育大会柔道競技では、大勢の選手が切磋琢磨することにより、全体的なレベルを上げるこ

とができると考えています。成年については、ふるさと制度を活用し厚い選手層の中から、少年に
ついても、各種大会を総合的に判断し、勝てる選手を選考し北信越国体を突破し全国上位を狙って
行きたいと思います。
最後に、新型コロナウィルスの影響により、3月の各種大会が中止になり柔道の練習も十分にで

きない状況ですが、ニーズにあった指導を考えていきたいと思います。
長野県の柔道向上のため、微力ながらも精一杯努力して参る所存です。今後ともよろしくご協力

いただきますようお願い申し上げます。
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令和元年度女子強化部活動報告
女子強化部長 手塚 明日香

令和元年度も女子強化部の活動に対し、会長はじめ役員の先生方、各方面で指導されている諸先
生におかれましてはご協力を頂き感謝申し上げます。お陰様で本年度の事業を無事終えることが出
来ました。
今年度は先鋒塩原未々（松商学園高校1年）、次鋒清水みなみ（国際武道大学1年）、中堅矢澤愛

理（松商学園高校1年）、副将山下朱音（松商学園高校1年）、大将小林幸奈（龍谷大学4年）の5
名で北信越国体突破・本国体出場に向け準備を進めましたが、熊本県や筑波大学で事前強化合宿を
行うも高校生と大学生の日程調整が難しく一度も5人揃って合宿を行うことができませんでした。
北信越国体では少年枠の高校生3名が1年生ということもあり、まずはしっかり4試合を戦い抜

くこと、最後まで攻めることを共通認識として試合に臨みました。結果はあと一歩力及ばず2位に
終わり本国体に進むことはできませんでしたが、特に高校生3名は来年以降しっかり勝負していけ
ると確信が持てる試合内容が多く、今後に期待していきたいと思います。
その他各部門の大会では、今年度は何より県内出身選手の出口クリスタ選手（日本生命所属・松

商学園高校出身）がカナダ代表として8月に東京日本武道館で行われた世界選手権で優勝！！長野
県柔道に大きな感動・夢・希望を与えてくれました。全国中学校柔道大会で舩山葵音選手（上田二
中3年）が57㎏級3位入賞、藤原天美選手（丘中学校3年）が48㎏級5位入賞、深沢茉未選手（丘
中学校2年）が63㎏級5位入賞。全日本カデ体重別選手権大会で矢澤愛理選手（松商学園高校1
年）が63㎏級優勝。この結果を受けて派遣された世界カデ選手権で63㎏級準優勝。男女混合団体戦
の優勝にも貢献するなど県柔連普及部を含め各方面での先生方、選手たちの頑張りが実を結び、継
続的に結果が出るようになってきました。
長野県女子柔道は相変わらず、「柔道人口の減少」「重量級の選手層が薄い」「県内に大学や実業

団等の受け皿がない」などの問題が山積みです。そんな中でも特に柔道人口の減少は歯止めがかか
りません。進学を機に柔道を辞めてしまったり、進学先に柔道を続けられる環境が無かったりする
ことが現状です。また新しく柔道を始める子供たちが少ないのも現状です。今後長野県内で国民体
育大会や全国中学校柔道大会の開催が予定されているなか、大会開催時期に長野県代表として出場
する可能性がある小学生の柔道人口が危機的状況にあります。柔道を見たことがない、柔道衣・柔
道畳に触れたことがない子供たちに実際に畳の上で体験をして、柔道を知ってもらう機会を作る必
要があると考えています。
長野県柔道にかかわる全ての皆様に協力していただき、長野県で柔道をしてよかった、これから

も長野県柔道に携わりたいと思ってもらえるように活動していければと考えていますのでご協力宜
しくお願い致します。
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普 及 部

普及部この四年間を振り返って
普及部長 内 山 貴 之

村山洸介先生と二人三脚で進めてきた活動も、地区の普及部員の先生方にもご理解・ご協力いた
だきながら二期目を終えました。柔道人口の減少に歯止めをかける事を第一の課題として活動して
きたつもりでしたが、少年少女柔道チャンピオン大会でのタレントの三四六さんによる柔道教室。
三四六さんに特別ゲストを加えた柔道教室はさらなる盛り上がりを見せ、大会参加者の子供達や保
護者に好評を博することができました。しかしながら、柔道界外部へのアピールが少なかった事は
反省点の一つであります。マスメディアによって流布された柔道のイメージダウンを、ある意味正
しくマスメディアと付き合うことで、良いイメージを取り戻さなくてはいけないと感じておりまし
た。
4年目を終え、強化練習会も回数を増やしたまま、一か所に固定せず、広く大勢の方に参加して

頂きたく四地区での開催を目標に行い、今年は東信・北信・中信で開催しました。この練習会は、
強化を一番の目的とおかず、まずは強化選手たちが、全柔連の推進している柔道MINDに沿った
柔道家として、基本理念を強化練習会の中で身に着けてもらい、後輩やその周りの人々にとってよ
り良いシンボルとなって牽引してもらうことが、最終的に柔道の普及への近道ではないかと考えて
おり、それに沿った強化練習会を目指して行っております。また、地域で活躍されている指導者の
先生方の、日頃指導の際にぶつかる問題点の共有や、解決につながればという観点から、ネット
ワークづくりも兼ねた活動をしてきました。お陰様で、参加していただける指導者の先生方も、
年々増加してきました。いい流れが出来てきましたので、「継続は力なり」。後任の村山洸介普及部
長にはさらなる飛躍を期待し、また少しでもそのお手伝いが出来ればと思っております。
御指導御鞭撻戴きました先生方、四年間誠にありがとうございました。この場をお借りして感謝

申し上げます。
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競 技 部
競技部長 中 山 重 光

今年度の事業も皆様のご協力により無事終了することができました。
大会運営に際し、会場準備等については各地区の役員の先生や、中体連・高体連の先生・生徒の

皆様にご協力をいただきました。
救護につきましては、長野県柔道整復師会の先生方にご協力いただき、大きな怪我なく事業が完

了いたしました。
また、審判員の先生方には近年のルール変更に対応していただきながら、適切なジャッジをして

いただき問題なく大会を行うことができました。
他にもご協力いただきました先生方に対し、改めて心から感謝申し上げます。
令和2年度につきましても、事業計画にのっとり適切な試合運営に努めてまいりますので、関係

団体及び役員の先生方には、更なるご理解とご協力をお願い申し上げます。

【令和元年度 競技部 事業報告】

平成31年4月7日（日） 長野県体重別選手権兼国体選考会（成年1次） 小諸市武道館
〃 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 長野県予選会 〃

令和元年6月30日（日） 国体選手選考会（少年男子・成年男子・女子） 小諸市武道館
令和元年7月7日（日） 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 北信越予選 長野運動公園
令和2年2月2日（日） 長野県柔道選手権大会 安曇野市三郷体育館柔道場

〃 長野県女子柔道選手権大会 〃

令和元年度 長野県柔道連盟主催大会 所属別 エントリー 一覧

開催日 大会名
エントリー（人）

中学生 高校生 大学生 専門学生 一 般 刑 務 警 察 合 計
長野県体重別選手権

兼 国体選考会（成年1次） 11 11

H31．4．7 ジュニア長野県予選（男子） 66 66

ジュニア長野県予選（女子） 32 32

国体選考会（少年男子） 40 40

R1．6．30 国体選考会（成年男子） 9 1 8 5 4 27

国体選考会（女子） 20 2 1 1 24

R2．2．2
長野県柔道選手権大会 1 13 14

長野県女子柔道選手権大会 4 1 5

合 計 163 11 1 9 5 30 219
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形振興部
形振興部長 菊 地 宗 昭

1、長野県柔道「形」競技大会結果 5月19日（日）小諸市武道館
優勝
投の形 （取）鳥羽 諒 （受）上原 英己 警察
固の形 （取）原 佑介 （受）土屋 元気 南信
極の形 （取）中平 義仁 （受）原 和男 南信
柔の形 （取）保科 真帆 （受）柳澤 慶子 南信
古式の形（取）小林 修 （受）村田 賢一 北信

講道館護身術と五の形は出場者がいませんでした。

2、北信淚柔道「形」競技大会結果 6月9日（日）新潟県新潟市鳥屋野総合体育館
投の形 （取）鳥羽 諒 （受）上原 英己 （2位）
固の形 （取）原 佑介 （受）土屋 元気 （3位）
極の形 （取）中平 義仁 （受）原 和男 （優勝）
柔の形 （取）保科 真帆 （受）柳澤 慶子 （3位）
五の形 （取）丸尾 泉 （受）勝見 藤一 （優勝）
古式の形（取）小林 修 （受）村田 賢一 （3位）

講道館護身術は出場していません。

3、全日本「形」競技大会 10月27日（日）講道館
北信越代表として極の形と五の形が出場しました。

極の形 （取）中平 義仁 （受）原 和男
五の形 （取）丸尾 泉 （受）勝見 藤一

極の形で大森千草先生と講道館護身術で武井弘美先生が審査員に選ばれて行っています
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登 録 部
登録部長 大 平 勇 一

登録に関し、多くの先生方にご協力を頂きありがとうございました。
令和元年は学校顧問特例資格の扱いの変更、指導者登録の資格化等が有りご迷惑をおかけしたこ

とを申し訳なく思っています。
社会人登録数は、平成27年度891名、28年度910名、29年度904名、30年度905名、令和元年度889

名と大変ご協力を頂いていることをありがたく思います。
一方、令和2年度は少子化のため学校の柔道選手の減少傾向に加え、新型コロナの影響がコンタ

クトスポーツである柔道に大きく影響し、より厳しさを増すものと思われます。
大変な状況が下、先生方におかれましては日々柔道の普及発展にご尽力されている事に感謝申し

上げます
大変まとまりのない文章となってしまいましたが、今後とも、ご協力とご指導ご鞭撻の程よろし

くお願い申しあげつつ、令和元年度の報告とさせていただきます。
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安全指導部
安全指導部長 松 永 大 吾

平素より大変お世話になっております。代表的なコンタクト・スポーツですから、関係各位なら
びに現場指導者の先生方におかれましては、コロナ禍にあって3蜜の回避の徹底が求められる中、
大変なことと心よりお見舞い申し上げます。このような状況下ではありますが、おかげさまで昨年
度も長野県内では重大事故の報告はありませんでした。この場をお借りして御礼申し上げます。
安全指導部の活動ですが、毎年恒例となりました県柔連主催の安全講習会にも、毎回県内の指導

者数百名にお集まりいただいております。危機管理意識の高さをひしひしと感じます。その他、県
柔連と並行して安全指導部のネットワークでも新型コロナウイルスや事故に関する最新の傾向と対
策がリアルタイムで指導現場に伝えられています。県柔連普及部も安全重視のローカルルールを打
ち出しています。重ねて御礼申し上げます。
とはいえ、全国レベルでは昨年度も小学生の柔道事故は2件起きており、1件は柔道経験3カ月

の女児が長時間にわたる練習後の投げ込みで後頭部を強打して、急性硬膜下血腫で緊急手術を受け
ています。もう1件は、柔道経験は長いものの体格差のある相手に投げられた小学生がやはり急性
硬膜下血腫となり、残念ながら亡くなっています。
周知の通り、重大事故の多くは「初心者」「大外刈り」「体格差」「巻き込み」「長時間の練習」

「内股ダイビング」といった典型的なキーワードを含んでいます。初心者や体格差がある場合には、
投げ込みであっても危険です。また、主に重量級の選手が夏場に熱中症を発症すると取り返しのつ
かない結果を招きかねないこともわかっています。
このような典型的な事故は、絶対に避けなければならなりません。コロナウイルス関連の資料も

含めて、詳しい情報は全柔連からの通知や全柔連ホームページ、さらには2020年2月に発行された
「柔道の安全指導」5訂版をご参照ください。
特にコロナウイルスに関しましては、状況も情報も日々刻々と変わっています。これまでの科学

的なデータから予想されるのは、今後数年間は冬場を中心に大規模な感染拡大が避けられないとい
うことです。インターネット上には誤情報やデマも多く飛び交っています。全柔連のホームページ
や新聞（できれば全国紙）を通じて常に最新の情報を入手して、今後に備えましょう。練習参加を
強要してはいけません。生徒とその家族を守ることが、結局は柔道人口の維持や回復につながり、
柔道を通じて培った自制心や自他共栄の精神でコロナ後の日本や世界を支える人材の育成にもなる
と思われます。コロナ後の世界における治安の悪化は必発であり、護身術としての柔道の価値もい
ずれは見直されるでしょう。ピンチをチャンスに変えられるかもしれません。
安全対策こそが、柔道再興の王道であり、一番の近道です。当部と致しましても、現場の皆様の

お力添えのもと事故や暴力・体罰を根絶し、「人間教育」という柔道本来の目的を明確にして、社
会に貢献したいと考えております。引き続きご指導・ご協力のほど、宜しくお願い致します。
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ライセンス 2017年度 2018年度 2019年度
A指導者 8 18 3
B指導者 2 37 6
C指導者 150 27 20
準指導者 1 1 0

合計 161 83 29

情報管理部

令和元年度情報管理部活動報告
情報管理部長

令和元年度の指導者資格の管理状況は以下の通りです。

（1）指導者資格更新完了者数

（2）2019年度末に有効期限を迎えたが更新出来ない指導者 合計89名 以下内訳
①ポイント未取得により更新できない指導者

B指導員 1名
C指導員 82名
準指導員 3名

②ポイント未取得、全柔連に未登録
C指導員 2名

③ポイント取得は完了しているが、登録が完了していない
C指導員 1名

（3）指導者システム改修
指導ポイントの管理は、web上の指導者システムを活用してきた。利用者・管理者ともより

使いやすいシステムにするため、今までの運用実績を踏まえた以下の改修を、2020年度末を目途に
進めている。

① 資格更新のために必要な残りポイント数を表示する。
② 指導者資格の更新年度を表示する。
③ 指導者情報について、全柔連指導者システムとの擦り合わせを行い、最新の情報に書き換
える機能を追加する。現在は指導者情報が変更になった際、一人ひとり手動で変更していた
が、対象者の情報を一括で更新できるようにする。

④ 過去に受講した実績は全て残していくこととする。そこで、講習会等に参加した際に取得
したポイントの一覧に、そのポイントが有効か無効かを明示する機能を追加する。

⑤ （管理者側機能）自動ポイント集計機能の追加。
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警 察 だ よ り
警察理事 中 澤 真 樹

平成31年（令和元年）度の警察柔道は、「県民とともにある力強い警察」を体現すべく厳しい訓
練に励むとともに各種大会等を通じて、次世代を担う少年少女に夢を与える柔道普及発展活動に取
り組んできました。
昨年は、全国大会が中止となり、警察選手権、管区大会に出場しましたが厳しい結果となりました。

■全国警察柔道選手権大会
・81㎏級 吉川 糧 初戦敗退
・100㎏級 橋爪 謙 初戦敗退
・100㎏超級 中澤優太 初戦敗退

■関東管区警察柔道大会 予選リーグ敗退
【組予選リーグ 2敗】

長 野1 ④山 梨 長 野0 ⑤皇 宮
先 羽 山 ⑩宮 下 先 羽 山 ①日 野
次 鳥 羽 ⑤高 田 次 青 木 ⑩細 木
五 吉 川 ⑤宮 澤 五 吉 川 ⑩山 下
中 髙 木 × 藤 田 中 山 内 ⑩手 嶋
三 橋 爪⑤ 三 枝 三 髙 木 × 清 水
副 齋 藤 × 成 瀬 副 小 林 ⑩大 沼
大 堀 川 ⑤市 園 大 橋 爪 × 浅 利

■令和元年度全国警察柔道大会は中止となっております。
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刑 務 だ よ り
刑務理事 下 島 正 信

関係各位の皆様におかれましては、平素から矯正柔道に深いご理解とご厚情を賜り、感謝申し上
げます。
令和元年度を振り返りますと、台風19号災害等による甚大な被害を目の当たりにし、改めて、柔

道にうち込める事に感謝する日々であります。
矯正柔道の現状としましては、若干ではありますが有力選手の採用もされるようになりましたの

で、今後は選手の育成に努め、長野県の柔道の発展に微力ながらも貢献していく所存であります。
最後に、関係各位の皆様方の一層のご理解とご協力をお願いして報告とさせていただきます。

■東京管区施設対抗柔道大会 平成31年4月26日（於 前橋刑務所）
優勝 東京拘置所 2位 立川拘置所 3位 横浜刑務所 4位 前橋刑務所

長野刑務所 松本少年刑務所
長野刑 4－1 市原刑 松本少刑 4－0 横須賀刑
長野刑 0－5 水戸刑 松本少刑 0－4 立川拘
（1次予選敗退） （1次予選敗退）

■東京管区選手権大会 令和元年9月6日（於 甲府刑務所）
60㎏級 山口俊輔（松本少刑） 73㎏級 青木謙輔（長野刑務所）
山口 －○ 平原（府中刑） 青木 －○ 佐藤（川越少刑）
（初戦敗退） （初戦敗退）

■東京管区新人戦柔道大会 令和元年12月13日（於 川越少年刑務所）
優勝 立川拘置所 2位 水戸刑務所 3位 府中刑務所 3位 川越少年刑務所

長野刑務所 松本少年刑務所
長野刑 0－4 立川拘 松本少刑 1－2 新潟刑
長野刑 1－4 横浜刑 松本少刑 1－3 喜連川センター
（予選リーグ敗退） （予選リーグ敗退）

■全国矯正職員東西対抗試合
下島正信（松本少刑） －○ 有田忍（広島刑）
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実 業 団 だ よ り
実業団 理事 早川 多津男

令和2年3月26日、県立武道館の落成式が行われました。この武道館建設につきましては、木内
義雄会長を始め多くの県柔道関係の皆様方又武道協議会の方々の熱心な働きかけがあり、佐久市に
県立武道館を建設することが出来ました。
我々県武道協議会落成式準備委員会といたしましては、当日一般見学者の皆さんに披露すべき

数々の行事を予定していましたが、新型コロナウイルスの為3月10日、政府より大規模イベントに
ついての自粛要請があり、落成式のみならずすべての予定行事は中止となり、当日出席者を一部の
関係者のみの参加者で落成式を執り行いました。
また県柔道連盟では平成30年より全日本実業柔道連盟と連絡を取り、県立武道館こけら落とし一

環のイベントとして誘致した「全日本実業柔道大会個人戦」が令和2年6月5日、6日、7日の3
が日間で行われる予定でしたが、これも又新型コロナウイルスのため、中止となり、長野県実業柔
道クラブとして参加予定の選手の皆様方並びに楽しみにしていた柔道関係者の皆様には大変ご迷惑
をお掛けしました。
県立武道館振興委員といたしましては、この素晴らしい武道館において早い時期に数々の大会、

イベント等を開催し、多くの柔道関係者に使用して頂きたいと思っていますので、今後とも皆様の
ご協力を宜しくお願い申し上げます。
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中 体 連 だ よ り
中体連 柔道専門委員長 涌 井 孝 治

令和元年度の県中体連の活動も、多くの先生方のご協力により無事に終えることができました。
県柔道連盟をはじめ、県内中学校柔道部顧問の先生方、道場指導者の先生方のご協力のおかげと感
謝しております。本当にありがとうございました。
以下に今年度の県中体連の活動を振り返ってみます。

（1）第58回長野県中学校総合体育大会
長野運動公園総合運動場総合体育館で開催された。有賀部長先生をはじめ県柔道連盟、各地区専

門委員、顧問の先生方、北信地区の生徒役員のお力添えを頂き、無事に終えることができた。
試合の方は、男子団体戦が新人大会と同じように中信地区と北信地区の上位2チームがベスト4

に勝ち上がり、決勝は川中島中学校と丘中学校の対戦となった。結果は5－0で丘中学校が川中島
中学校に勝利し、全国への切符を手にした。スコアは5－0と差がついたが、内容は競い合いのあ
る決勝戦となった。女子団体戦は、丘中学校が昨年度と同様に1回戦から決勝戦までの全試合で3
－0という圧倒的な強さで勝ち上がり、見事12連覇を達成した。
男女個人戦も、熱い戦いが繰り広げられた。男子は新人大会からの階級変更もあり、新人大会優

勝者が4名敗れるという結果となった。女子は8名中7名が新人大会の優勝者という結果となった。
北信越制覇・全中制覇を目指して健闘してくれることが期待される大会となった。
また、監督、選手はもちろん、外部指導者や保護者の皆様のマナーも大変良く、気持ちの良い大

会となった。

（2）第40回北信越中学校総合競技大会
新潟県新発田市カルチャーセンターで開催された。男子団体戦は丘中学校が準決勝まで勝ち上が

り、福井県1位の福井工大福井中学校に1－3で敗れたものの見事3位となった。女子団体戦は丘
中学校が決勝戦まで順当に勝ち上がり、富山県1位の津沢中学校に2－0で勝利し、見事大会4連
覇を達成した。
男女個人戦では、長野県代表選手29名が入賞を果たした。昨年度の優勝者7名に対して本年度の

優勝者は3名であったが、女子で優勝した2名については、1回戦から決勝戦まで全て一本勝ちと
いう圧倒的な強さを見せ、全国大会での活躍を期待させる試合内容であった。各学校、道場、中体
連専門部が連携して強化をしてきた成果が現れた大会となった。

（3）全国中学校体育大会
兵庫県姫路市で開催された。団体戦は男女ともに丘中学校が出場し、男子が予選リーグ1勝1敗

で2位、女子も予選リーグで1勝1引き分けの内容差により2位となり、男女ともに惜しくも決勝
トーナメント進出を逃した。個人戦では、男女それぞれの階級に16名の選手が出場し、女子57kg
級の舩山選手（上田二中）が3位。女子48kg級の藤原選手（丘中）と63kg級の深沢選手（丘中）
がそれぞれ5位。男子55kg級の下平選手（緑ヶ丘中）も5位に入り、4人が見事入賞を果たした。
団体、個人ともに、出場選手全員が長野県の代表として堂々とした戦いぶりであった。

以上のように、学校の部活動、地域の道場、中体連専門部、そして連盟が連携してきたことが、
本年度の活躍につながったと思います。先生方には、日頃よりジュニアの指導にあたっていただき
本当に感謝しております。ありがとうございました。中学校の現場では、柔道部員数の減少、指導
者不足、活動時間の確保など、まだまだ課題はありますが、今後とも長野県の子どもたちの柔道普
及にお力添えをいただきたいと思います。ご指導よろしくお願い致します。
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高 体 連 だ よ り
高体連 柔道専門委員長 土 屋 智 子

元号が令和に変わった本年度は、昨年に引き続き丸尾泉部長のもと、事業も無事に終了すること
ができました。県高体連の先生方をはじめ、県柔道連盟ならびに関係各位のご理解とご協力に心よ
り感謝いたします。
今年度は、県総合体育大会においては、男子団体戦は東海大諏訪高校が2年連続12回目、女子団

体戦は松商学園高校が2年連続15回目の優勝を果たしました。続く北信越総合体育大会では、男子
団体戦で、東海大諏訪高校・佐久長聖高校が5位入賞となりました。女子団体戦では松商学園高校
が6年ぶり5回目の優勝を果たしました。1年生中心の若いチームですので、これから益々楽しみ
です。全国総合体育大会では、女子個人戦57㎏級で中村苑美選手（松商学園）が5位入賞と健闘し
ました。
県新人体育大会は大会会場が、10月の台風19号により被災された方々の避難所及び自衛隊の災害

支援の拠点地となったため、苦渋の選択により中止としました。選手にとっては、とても大切な大
会を中止と決断するのは、専門部としてもとても心の痛い決断でした。台風15号・19号により被災
された方々の一日も早い復興を心から願い、少しでも私たちにできることを今後も続けていきたい
と思います。
県選手権大会では、男子団体戦で松商学園高校が34年ぶり4回目、女子団体戦は松商学園高校が

3年連続12回目の優勝を果たし、全国大会の切符を手に入れました。しかし、全世界で流行してい
る新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、全国大会が中止となってしまい選手はもちろん関係
者にとっても悔しい結果となりました。
現状と課題といたしましては、2021年に地元長野インターハイが開催されます。近年、長野県選

手の全国大会の上位進出がさみしい結果となっています。地元開催での大会では多くの選手が上位
進出出来る様に高体連といたしましても、県柔道連盟強化部と協力し強化していく予定です。運営
面では、全国から参加される方々の一生心に残る大会になるよう、専門部一同“ONE NAGANO”で
取り組む所存です。県内柔道連盟関係者の方々には開催に当たり、多方面で快くご協力いただき、
心より感謝致します。大会か無事に終了するまで、よろしくお願い致します。
また、競技人口減少につきましては、高体連も例外なく減少の一途をたどっています。高体連単

位では難しい課題となってきているのは確かです。長期の課題として常に考えていきたいと思いま
す。
今後とも、柔道専門部団結して普及・発展に努めてまいりますので、よろしくお願い致します。
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