令和３年度 長野県柔道連盟事業報告
事務局からの事業概要報告
１ 法人会員・賛助会員
法人会員 特別会員（12）
（公社）長野県柔道整復師会 会長 酒井 正彦
住所：長野市安茂里伊勢宮 2167-9
賛助会員 一般会員（15） 丸子警報器株式会社 代表取締役 塚田 圭一
住所：上田市上丸子 1880
一般会員（14） 日信サービス（株） 代表取締役 宮下 直也
住所：上田市国分 1-1-9
一般会員（14） 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 理事会代替会議 令和３年 ５月 １日 上田東高校
② 第１回理事会
令和３年１２月１８日 ホテルメトロポリタン長野
③ 理事会代替会議 令和４年 １月３０日 上田東高校
④ 監 査
令和４年 ３月２６日 ホテルメトロポリタン長野
⑤ 理事・評議員会 令和４年 ３月２６日 ホテルメトロポリタン長野
・令和３年度事業・決算報告、令和４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 ３年 ７月１０日（土）富山市自遊館
令和 ３年 ７月３１日（土）石川県立武道館
令和 ３年 ８月２１日（土）長野県立武道館
令和 ３年１２月１１日（土）新潟県謙信公武道館
② 推薦委員会 六段昇段候補者の審議
令和 ３年 ９月 ４日（土）新潟県謙信公武道館
③ 監査会
令和 ４年 ３月 ５日（土）福井県立武道館
④ 評議員会
令和 ４年 ３月 ５日（土）福井県立武道館
・令和３年度事業・決算報告、令和４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 リモート会議
② 評議員会
年１回 リモート会議
③ 全国代表者会議 年１回 リモート会議
④ 審判選考委員会 年３回 リモート会議
（４）
（公財）講道館
① 昇段事務委託団体代表者会議 実施なし
（５）
（公財）長野県スポーツ協会
① 総務専門委員会 ２回
長野市「県スポーツ会館」
① 評議員会 ２回
長野市「県スポーツ会館」
② 競技団体ヒヤリング 令和３年１１月
長野市「県スポーツ会館」
③ 競技力向上専門委員会 令３元年 ６月
長野市「県スポーツ会館」
④ 競技力向上正副専門委員長会 令和３年１２月
長野市「県スポーツ会館」

⑤ 理事長・競技力向上専門委員合同会議 令和３年１２月 長野市「県スポーツ会館」
３ 大会等の開催
（１）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 →中止
令和３年４月１８日（日）長野県立武道館
（２）長野県柔道体重別選手権大会および国体選手選考会 →中止
令和３年４月１８日（日）長野県立武道館
（３）第２６回長野県少年・少女柔道チャンピオン大会兼第３０回（公社）長野県柔道整復師会少
年柔道大会 →実施
令和３年６月２０日（日）長野県立武道館
（４）令和３年度地域社会武道指導者研修会 →中止
令和３年９月１１日（土）１２日（日）長野県立武道館
（５）第５４回長野県柔道高段者大会・第２３回長野県柔道段別大会 →実施
令和３年９月１２日（日） 長野県立武道館
参加者：参段３名、四段２名、五段２名、六段２名
計９名
（６）第７０回長野県四地区対抗柔道大会 →中止
令和３年９月２６日（日）岡谷市総合体育館
（７）第２３回長野県柔道形競技大会 →中止
令和３年１０月２４日（日）長野県立武道館
（８）第２６回醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会 →中止
令和３年１１月２０日（土）２１日（日）松本市総合体育館
（９）第２７回長野県中学校新人柔道団体優勝大会兼選考会 →実施
令和３年１２月５日（日）長野県立武道館
※ 男子優勝：丘中学校、女子優勝：佐久長聖中学校
（10）長野県柔道連盟鏡開き兼合同練習会 →中止
（11）第４４回全国高等学校柔道選手権大会長野県大会 →実施
令和４年１月１５日（土）１６日（日）長野県立武道館
男女団体戦 個人戦：男子５階級 女子５階級
※ 男子優勝：東海大諏訪高等学校、女子優勝：佐久長聖高等学校および個人戦各階級優
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４年２月６日（日）長野県立武道館 →中止
（13）第４２回全国少年柔道大会長野県予選会 →延期
令和４年３月２０日（日）長野県立武道館 → 令和４年４月３日（日）長野県立武道館
４ 北信越大会・全国大会への選手・団体の派遣
（１） 第４１回全国少年柔道大会 →中止（参加予定：若穂柔剣道育成会）
令和３年１０月２４日（日） リモート合同錬成に変更
（２） 第２３回北信越柔道形競技大会 →中止
（３） 北信越ジュニア柔道選手権大会 →実施
令和３年７月１１日（日） 富山県アルビス小杉総合体育センター
※ 優勝者の掲載 各階級の優勝者は全国大会へ出場
男子 ６０ｋｇ級
白金宏都
佐久長聖高校
優勝
７３ｋｇ級
大井 陸
松本第一高校
優勝

８１ｋｇ級
１００ｋｇ超級

菅原 翼
北原楓大

松本第一高校
松本第一高校

優勝
優勝

女子 ４８ｋｇ級
伊藤南風
佐久長聖高校
優勝
５２ｋｇ級
横田ひかり 佐久長聖高校
優勝
５７ｋｇ級
小林祐月
松商学園高校
優勝
６３ｋｇ級
矢澤愛理
松商学園高校
優勝
７８ｋｇ超級
吉井なつみ 松商学園高校
優勝
（４） 全国高等学校総合体育大会柔道競技 →実施
令和３年８月８日（日）～８月１２日（木） 長野市真島総合スポーツアリーナ
※ 女子団体 松商学園高校 第３位
※（県内入賞者のみ）
女子６３ｋｇ級
矢澤愛理
松商学園高校
準優勝
〃
竹腰楓華
佐久長聖高校
第５位
７８ｋｇ超級
吉井なつみ 佐久長聖高校
第５位
（５）第５２回全国中学校総合体育大会柔道競技大会 →実施
令和３年 ８月２２日（日）～２５日（水） 群馬県ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ
※（県内入賞者のみ）
男子 ６６ｋｇ級 青木義朗（丘中） 第３位
女子 ４４ｋｇ級 白金里桜（長聖中）準優勝
４８ｋｇ級 我妻結凪（丘中） 第３位
５２ｋｇ級 永田夢帆（丘中） 第５位
５７ｋｇ級 鈴木ケイ（鎌田中）第５位
（６）第４２回北信越国民体育大会柔道競技 →実施（本国体中止）
令和３年 ８月２２日（日） 長野県立武道館 少年男子 第１位（１８年ぶり優勝）
（７）令和３年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
令和３年１２月１８日（土）
・１９日（日） 講道館
４８ｋｇ級 伊藤南風 佐久長聖高校、６３ｋｇ級 矢澤愛理 松商学園高校 第３位
（８）第５１回北信越柔道選手権大会・第３７回北信越女子柔道選手権大会 →実施
令和４年３月６日（日）福井県立武道館
男子：橋爪 謙（長野県警）
、中澤優太（長野県警）吉川 糧、
（長野県警）出場
女子：武居沙知（長野県警）
、矢澤愛理（松商学園高校）
、坂上 綾（佐久長聖職員）出場
※武居沙知（長野県警）準優勝 （４月１７日全日本女子柔道選手権大会 出場）
（９）第４２回全国高等学校柔道選手権大会 →実施予定（結果は理事評議委員会で報告）
（10）その他の大会・講習会への参加
① 令和３年全国柔道高段者大会
令和３年１１月３日（水） 講道館
参加者：１２名
② 北信越柔道「形」講習会・審査会
令和３年１２月１２日（日）新潟県立武道館
受講者：五の形 ４名、講道館護身術 １名
計５名
③ 第５７回北信越柔道高段者大会
令和３年１２月１２日（日）新潟県立武道館
参加者：五段４名、六段７名、七段３名
合計１４名

５ 選手強化
（１） 小学生の強化
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
③ 強化選手の指定
④ 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 →中止
令和３年９月１８日～２０日（土～月） 上越市謙信公武道館
６ 昇段審査
（１） 特別推薦委員会 令和３年７月４日（日） 上田東高等学校
六段候補者推薦 ５名（令和４年１月８日 合格）
（２） 長野県柔道連盟昇段推薦委員会
四段６名合格、五段７名合格、合計１３名合格
７ 講習会の開催
（１） 長野県柔道連盟審判講習会（コロナ感染症拡大により各地区開催）
(東信) ４月 ４日（日）東信地区審判講習会（県立武道館） 参加者６７名
（中信）４月１１日（日）中信地区審判講習会（松本第一高校） 参加者２０名
（北信）４月２５日（日）北信地区審判講習会（長野運動公園体育館） 参加者３７名
(南信) ４月２５日（日）南信地区審判講習会（辰野中学校） 参加者４１名
（２）長野県柔道連盟安全講習会（リモート開催）
令和３年５月 ９日（日）→延期 令和４年２月１１日（金）県立武道館
講師：三戸範之氏 全日本柔道連盟重大事故総合対策委員、秋田大学教授
宮嶋泰子氏 スポーツ文化ジャーナリスト、
（一社）カルティベータ代表理事
講習会参加者：２０５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
各地区開催の審判講習会時に実施 合格者１５名
（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３年７月１０日（土）富山県立武道館
Ｂライセンス合格者５名 柴田大蔵 宮沢幸大 栗林岳人 荻原治樹 宮坂千優
（３）
（公財）全日本柔道連盟公認審判員Ａライセンス試験
Ａライセンス合格者４名 百瀬 渡 手塚明日香 神農来栄 下島正信
（４）
（公財）全日本柔道連盟公認Ｂ指導員養成講習会 会場：県立武道館
令和３年１１月２７日（土） ９：３０～１７：００
〃 １１月２８日（日） ９：３０～１７：００
〃 １２月 ４日（土） ９：３０～１７：００
講師：中山三雄、依田文和、藤井 誠、勝見藤一、中澤俊明、丸尾 泉
Ｂ指導員合格者：４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 会場：県立武道館
令和４年１月２２日（土） ９：３０～１７：００
令和４年１月２３日（日） ９：３０～１７：００
講師：藤井 誠、依田文和、中澤俊明、丸尾 泉
Ｃ指導員合格者：８名
準指導員合格者：２名
更新講習受講者：１０名
９ 表彰
（１） 長野県教育委員会表彰
教育長賞 井出英孝氏
（２）
（公財）長野県スポーツ協会表彰
有功章 個人：中澤俊明氏、平林友一氏
団体：該当団体なし
（２） 長野県柔道連盟特別表彰
①令和３年度 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会
女子団体 松商学園高校 第３位
女子個人 ６３ｋｇ級 準優勝 矢澤愛理（松商学園高校）
②第５２回全国中学校総合体育大会柔道競技大会
男子個人 ６６ｋｇ級 第３位 青木義朗（丘中）
女子個人 ４４ｋｇ級 準優勝 白金里桜（長聖中）
４８ｋｇ級 第３位 我妻結凪（丘中）
③文部科学省大臣「生涯スポーツ功労者」
受賞 飯島柔道クラブ
④2021 年全日本ジュニア－柔道体重別選手権大会
女子４８ｋｇ級 第３位 伊藤南風（佐久長聖高校）
女子６３ｋｇ級 第３位 矢澤愛理（松商学園高校）
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