
 

 

 

事事事事    業業業業    報報報報    告告告告    書書書書    

    
２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

社団法人社団法人社団法人社団法人    全日本学生柔道連盟全日本学生柔道連盟全日本学生柔道連盟全日本学生柔道連盟    

    

    

    

    



目目目目            次次次次    

１．競技会 

 (１) 全日本学生柔道優勝大会（男子 58回 女子 18回） 

 (２) 全日本学生柔道体重別選手権大会（男 28回 女子 25回） 

 (３) 第 11 回全日本学生柔道体重別団体優勝大会 

 (４) 第 1 回全日本学生柔道女子選抜体重別団体優勝大会 

 

 

２．研修会等 

 (１) 第 27回全国大学柔道指導者研修会 

  (２) 教養講座（第 21回） 

 

３．国際交流 

 (１) 海外研修合宿 

  

４．会議等 

 (１) 通常総会（第 27回、第 28回） 

 (２) 理事会（第 27回、第 28回） 

 (３)  臨時理事会（第 33回） 

 

５．助成、顕彰及び会報等の発行 

 (１) 助成 

    ①第 51回全国国立大学柔道優勝大会 

 (２) 顕彰 

    ①功労者 

    ②感謝状・表彰状 

 (３) 会報 

  

６．会員 

 (１) 正会員 

 (２) 賛助会員 

  

   資料１：2009年度会議議事録（通常総会、理事会、臨時理事会） 

 

 

 

 

 



１．競技会１．競技会１．競技会１．競技会    

（１）全日本学生柔道優勝大会（男子 58 回 女子 18回） 

①主  催 （社）全日本学生柔道連盟，毎日新聞社 

  ②主  管 東京学生柔道連盟 

  ③後  援 文部科学省，東京都，（財）日本武道館，（財）講道館 

        （財）全日本柔道連盟，（財）東京都柔道連盟  

  ④特別協賛  綜合警備保障株式会社 東建コーポレーション株式会社 

         大塚製薬株式会社 ミズノ株式会社 

  ⑤協  賛  ＮＥＣ、株式会社ダイワコーポレーション、羽田タートルサービス株式会社 

     三菱電機株式会社、財団法人日本宝くじ協会（プログラム助成） 

  ⑥日  時 6 月 27 日（土） 女子 3 人制，5 人制，男子 1回戦 

                9 時 00 分 女子オープニングセレモニー 

                9 時 30 分 試合開始 

                15 時 30 分 男子オープニングセレモニー 

        6 月 28 日（日） 男子 2 回戦～決勝戦 

                9 時 30 分 試合開始 

  ⑦会  場 日本武道館（東京都千代田区北の丸公園２－３） 

  ⑧成  績 男子団体戦 7名点取り式トーナメント 62 チーム出場 

        女子団体戦 5名点取り式トーナメント 30 チーム出場 

        女子団体戦 3名点取り式トーナメント  31 チーム出場 

 《男子団体》 

       優勝   東海大学 

       準優勝  天理大学 

       3 位    筑波大学 

       3 位    国士舘大学 

       ベスト 8 福岡大学，日本体育大学，國學院大学，国際武道大学 

       優秀選手 石井竜太,須藤孝清（東海大学） 

            近間陽介,小林督之（天理大学） 

            白本周太郎（筑波大学） 

            西潟健太（国士舘大学） 

            七戸 龍（福岡大学） 

            小林雅司（日本体育大学） 

            坂崎光太（國學院大学） 

            川北大祐（国際武道大学） 

 

  《女子団体 5 人制》 

       優勝   帝京大学 

       準優勝  東海大学 

        3 位   山梨学院大学 



        3 位   淑徳大学 

        優秀選手 松本 薫（帝京大学） 

            田知本遥（東海大学） 

            谷口亜弥（山梨学院大学） 

            貝沼麻衣子（淑徳大学） 

            

 《女子団体 3人制》 

      優勝   福岡工業大学 

      準優勝  埼玉大学 

      3 位   創価大学 

      3 位   早稲田大学 

      優秀選手 山崎裕子（福岡工業大学） 

           葛野 愛（埼玉大学） 

西部法子（創価大学） 

           宍戸清惠（早稲田大学） 

 

(２)全日本学生柔道体重別選手権大会（男子 28回 女子 25回） 

 ①主  催  (社) 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社 

 ②主  管  東京学生柔道連盟 

 ③後  援  文部科学省，東京都，（財）日本武道館，（財）講道館 

       （財）全日本柔道連盟，（財）東京都柔道連盟 

 ④特別協賛  綜合警備保障株式会社 東建コーポレーション株式会社 

        大塚製薬株式会社 ミズノ株式会社 

 ⑤協  賛  ＮＥＣ、株式会社ダイワコーポレーション、羽田タートルサービス株式会社 

     三菱電機株式会社、財団法人日本宝くじ協会（プログラム助成） 

 ⑥日  時  10 月 11 日（日）  

        午前 9時 00 分  開会式  男子階級 60kg 級 66kg 級 73kg 級 81kg 級 

        午前 9時 30 分  試合開始 女子階級 63kg 級  70kg 級  78kg 級  78kg 超級 

        10 月 12 日（月・祝） 

        午前 9時 30 分  試合開始 男子階級 90kg 級  100kg 級 100kg 超級      

                      女子階級 48kg 級  52kg 級  57kg 級 

⑦会  場  日本武道館（東京都千代田区北の丸公園２－３） 

 ⑧成  績  

【男子成績】 

60㎏                   66㎏   

優 勝  川端   龍 （国士舘大学）     優 勝  小倉 武蔵（筑波大学） 

準優勝  山本 浩史 （日本体育大学）    準優勝  田中  浩平（筑波大学） 

第三位  坂本 潤二 （山梨学院大学）    第三位  関根 優一（国士舘大学） 

     三枝 智哉 （明治大学）              早野 友樹（山梨学院大学） 



73㎏                   81㎏ 

優 勝  中矢  力 （東海大学）     優 勝  田中 康介 （筑波大学） 

準優勝  齋藤  涼 （天理大学）     準優勝  平尾 譲一 （中央大学） 

第三位  鈴木  誠 （国士舘大学）    第三位  川瀬 孝司 （筑波大学） 

     渡邊 聖貴 （関西大学）          長島 啓太 （東海大学） 

90㎏                   100㎏ 

優 勝  穴井 亮平 （東海大学）     優 勝  西潟 健太 （国士舘大学） 

準優勝  長尾 翔太 （道都大学）     準優勝  寺島 克興 （国士舘大学） 

第三位  岡村 照大 （埼玉大学）     第三位  新井 優来 （筑波大学） 

     原  崇寛 （近畿大学）          ﾊﾞﾄﾄﾙｶﾞ ﾃﾑｰﾚﾝ（日本大学) 

100㎏超 

優 勝  百瀬   優  （国士舘大学） 

準優勝  高嶋 昌史 （国士舘大学） 

第三位  上川 大樹  （明治大学） 

     白本 周太郎（筑波大学） 

 

【女子成績】 

48㎏                   52㎏   

優 勝  近藤  香 （帝京大学）     優 勝  加賀谷 千保（山梨学院大学） 

準優勝  浅見 八瑠奈（山梨学院大学）   準優勝  浅海  静香（山梨学院大学） 

第三位  伊部 尚子 （筑波大学）     第三位  秋吉  沙織（帝京大学） 

     黒江 優希 （山梨学院大学）        五味 奈津美（仙台大学） 

57㎏                   63㎏ 

優 勝  牧 志津香 （筑波大学）      優 勝  田中 美衣 （仙台大学） 

準優勝  大友 真貴子（東海大学）     準優勝  片桐 夏海 （環太平洋大学） 

第三位  塩山 郁恵 （愛知産業大学）   第三位  貝沼 麻衣子（淑徳大学） 

     小野 綾子 （環太平洋大学）        松岡  睦 （帝京大学） 

70㎏                   78㎏ 

優 勝  田知本 遥 （東海大学）     優 勝  川島 巴瑠奈（旭川大学） 

準優勝  川上 由貴 （福岡大学）     準優勝  三戸 彩渚 （環太平洋大学） 

第三位  杉本 明日翔（淑徳大学）     第三位  岡田 紘味 （静岡産業大学） 

     米山 侑里 （東海大学）           石本 智子 （福岡大学） 

78㎏超 

優 勝  田知本 愛 （東海大学） 

準優勝  市橋 寿々華（東海大学） 

第三位  石山 麻弥 （帝京大学） 

     白石 のどか（日本大学） 

 

 



（３）第 11 回全日本学生柔道体重別団体優勝大会 

 

①主  催  （社）全日本学生柔道連盟 毎日新聞社 

②主  管  関西学生柔道連盟 

③後  援  文部科学省 兵庫県 尼崎市 兵庫県教育委員会 尼崎市教育委員会 

       尼崎市体育協会（財）尼崎市スポーツ振興事業団   

       （財）全日本柔道連盟 近畿柔道連盟 尼崎柔道協会 ＮＨＫ  

       スポーツニッポン新聞社 

④特別協賛  大塚製薬株式会社 東建コーポレーション株式会社 綜合警備保障株式会社   

       ミズノ株式会社 

⑤協  賛  ＮＥＣ 株式会社ダイワコーポレーション 羽田タートルサービス株式会社 

       三菱電機株式会社 

       財団法人日本宝くじ協会（プログラム助成） 

⑥放  送  11 月 3日(火・祝)  ＮＨＫ総合テレビ 15 時～16時 

⑦日  時  11 月 2日(月・祝) 

         午前 10 時 30 分 開会式 

         午前 11 時 00 分 試合開始 １回戦から２回戦 

       11 月 3日(火・祝) 

         午前 10 時 00 分 試合開始 ３回戦から決勝戦 

⑧会  場  尼崎市記念公園総合体育館（兵庫県尼崎市西長洲町１－４－１） 

⑨成  績  団体戦 ７名（体重別に編成）点取り式トーナメント戦 51 チーム出場 

       優  勝  東海大学 

       準 優 勝  筑波大学 

       3  位   国士舘大学 天理大学 

       ベスト 8  日本体育大学 明治大学 山梨学院大学 日本大学 

       優秀選手  高木海帆、石井竜太（東海大学） 

             粟野靖浩、西山大希（筑波大学） 

             春山友紀（国士舘大学）、齋藤涼（天理大学） 

 

 

（４）平成 21年度 第１回 全日本学生柔道女子選抜体重別団体優勝大会 

 

①主  催  （社）全日本学生柔道連盟  

②主  管  関東学生柔道連盟 

③後  援  （財）講道館（財）全日本柔道連盟 埼玉県柔道連盟          

④特別協賛  株式会社フォーリーフ ジャパン  

⑤日  時  平成 21年 11 月 22 日（日）   

       開場 午前 8:30  開会式 午前 11:00 

⑥会  場  埼玉県立武道館（埼玉県上尾市日の出 4-1877） 



⑦成  績  団体戦 ７名（体重別に編成）点取り式トーナメント戦 18 チーム出場 

       優  勝  筑波大学 

       準 優 勝  帝京大学 

       3  位   淑徳大学 立命館大学 

       ベスト 8  東海大学 国際武道大学 仙台大学 日本体育大学 

       優秀選手  緒方 亜香里、伊部 尚子（筑波大学）、 

             秋元 江美（帝京大学）、澤田 友里（淑徳大学）、 

大野 陽子（立命館大学） 

 

 

２．研修会等２．研修会等２．研修会等２．研修会等 

 (１) 第 27 回全国大学柔道指導者研修会 

  

  ① 趣 旨  大学の柔道指導に従事している者、及び大学等に在学し、将来高校・中学校等にお

ける柔道の部活動の指導者を希望する者を対象に、斯界を代表する講師による講演

及び研究発表等を行い、柔道の専門的な知識と技術の充実を図り、参加者の資質向

上に寄与することを目的とする。 

  ② 主 催  （財）日本武道館 （社）全日本学生柔道連盟 

  ③ 主 管  関東学生柔道連盟 

  ④ 後 援  文部科学省 （財）全日本柔道連盟 

  ⑤ 期 間  平成 22 年 3 月 22 日（月）から 24日（水）まで 2 泊 3日 

  ⑥ 場 所  日本武道館研修センター（千葉県勝浦市沢倉 582 TEL0470-73-2111） 

  ⑦ 参加者  全国各地区学生柔道連盟からの参加者、講師、運営委員、計約 70 名 

  ⑧ 日 程  3 月 22 日（月） 

         午後 2 時 開講式 

              講義  「選手強化における指導者の役割」 

                   佐藤 宣践（全日本学生柔道連盟 会長） 

              講義  「嘉納治五郎の理念」 

                                     真田 久（筑波大学人間総合科学研究科 教授） 

           23 日（火） 

         午前   講義  「講道館女子柔道の歴史」   

                   梅津 勝子（講道館女子八段 指導員） 

              講義  「審判法」 

                   松井 勲（全日本柔道連盟 審判委員会 副委員長） 

         午後   講義及び実技 「女子選手の指導法」 

                   春日 俊・田辺陽子 

                 （立命館大学女子監督・日本大学准教授） 

               

              講義及び実技 「審判実技」 



                   松井 勲 （全日本柔道連盟 審判委員会 副委員長） 

     

24 日（水） 

         午前   講義  「国際大会の審判員として思うこと」 

    天野 安喜子 （08 五輪・09世界選手権審判員） 

              閉講式 

                       

 

 

 

 （２）教養講座（第 21回） 

 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 22 年 2月 20 日（土）16:30～ 

   ③場 所  講道館新館２階教室 

     ④参加者  約 40 名 

   ⑤講 演  「柔道選手の皮膚真菌症について～大学人としての責任と義務」 

   ⑥講 師  廣瀬 伸良（東京学生柔道連盟普及委員会副委員長） 

 

３．国際交流３．国際交流３．国際交流３．国際交流    

 海外研修合宿 

  期 間   2010 年 3 月 3日（水）～3月 10 日（水） 7 泊 8 日 

  場 所   アメリカ（ハワイ） 

  参加者   役員 4名、学生 22 名（男子 17名、女子 5名） 

        団 長   湊谷 弘    北信越学生柔道連盟 

        監 督   山口 輝義   東京学生柔道連盟 

        コーチ   土佐 三郎   関西学生柔道連盟 

        コーチ   南條 和恵   東北学生柔道連盟 

        内 容   研修報告書のとおり 

 

 

４．会議等４．会議等４．会議等４．会議等    

 (１) 通常総会 

  ①第 27 回 ・日 時  2009 年 6月 26 日（金）15時 30 分～17 時     

       ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

      ・出席者  理事・監事 6 名 

               正会員（本人）34名 

               正会員（委任状）191     ※正会員総数 318 

  ②第 28 回 ・日 時  2009 年 11 月 1 日（日）15 時～16時 



        ・場 所  尼崎市記念公園総合体育館会議室（尼崎市西長洲本通 1-4-1） 

・出席者  理事・監事 6 名 

               正会員（本人）20名 

               正会員（委任状）175     ※正会員総数 317 

   

 (２) 理事会（理事総数 19名、監事 3 名） 

  ①第 27 回 ・日 時  2009 年 6月 26 日（金）14時～15 時 30 分 

         ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30）  

          ・出席者  理事 本人 15 名 委任状 2 名 監事 3 名 事務局 2名 

 

  ②第 28 回 ・日 時  2009 年 11 月 1 日（日）13 時 30 分～15時 

         ・場 所  尼崎市記念公園総合体育館会議室（尼崎市西長洲本通 1-4-1） 

         ・出席者  理事 本人 17 名 委任状 2 名 監事 2 名 事務局 1名 

 (４) 臨時理事会 

  ①第 33 回 ・日 時  2009 年 10 月 10 日（土）15 時 15 分～16時 

         ・場 所  講道館会議室（東京都文京区春日 1-16-30） 

         ・出席者  理事 本人 16 名 委任状 3 名 監事 1 名 事務局 2名 

 

すべての会議の議事録を作成し、議長及び出席者の代表 2 名が署名押印して保存する。 

別資料の『2009 年度議事録』を参照。   

 

５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行５．助成・顕彰及び会報等の発行    

 (1)助 成 

  団 体 名  全国国立大学柔道連合会  会長 松永郁男 

 事 業 名  第 51回全国国立大学柔道優勝大会 

 助成金額  50,000円  

 主  催  全国国立大学柔道連合会 

 後  援  文部科学省・（財）講道館・（社）全日本学生柔道連盟 

 期  日  2009年 7月 5日（日） 開会式 午前 9時 

 会  場  講道館（東京都文京区春日 1-16-30） 

 参加資格  １）国立大学生 

  ２）職域チーム等に所属して試合に出場している者は資格が無い。 

  ３）各大学は，地区予選を行わないで直接参加できる。 

  ４）全日本柔道連盟に登録していること。 

 参加大学  43校 

 成  績  優 勝 筑波大学  準優勝 埼玉大学  3位 秋田大学・鹿屋体育大学 

 

 (２)顕 彰 

  ①功労者(なし) 



   ※ 2008年度 2名 2007年度 2名 2006年度 4名 2005年度 3名 2003年度 2名  

     2002年度 5名 2001年度 2名 2000年度 1名 1999年度 5名 1998年度 3名  

     1997年度 5名   

   

  ②感謝状（１社）・表彰状（8社・１団体） 

   センコー株式会社 東建コーポレーション株式会社 三菱電機株式会社  

      株式会社ダイワコーポレーション  日本電気株式会社 綜合警備保障株式会社  

   大塚製薬株式会社 ミズノ株式会社  羽田タートルサービス株式会社  

   ※ 2008年度 8社・１団体 2007年度 ７社・１団体 2006年度 ７社・１団体   

     2005年度 3社・3団体  2004年度 5社・3団体   2003年度 4社・2団体 

  ③学生柔道特別賞（なし） 

 ※ 2001年度 4名  2000年度 1名  1999年度 3名  1998年度 3名 

     1997年度 3名 

 

 (３)会報等 

  ①社団法人 全日本学生柔道連盟だより第 1４号（A4版 10頁）2009年 6月 20日発行 

                           編集・発行 総務担当理事部会 

    
６．会６．会６．会６．会    員員員員    

  (１)正会員 317 校（平成 2１年度） 

 

 北海道学生柔道連盟（23 校） 

 旭川大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 札幌大学 札幌医科大学 札幌学院大学 

  専修大学北海道短期大学 道都大学 北海道医療大学 北星学園大学 北海学園大学 

  北海道大学  北海道教育大学 北海道工業大学 釧路公立大学 北海道東海大学  

 室蘭工業大学 酪農学園大学 天使女子短期大学 東京農業大学生物産業学部 

 旭川大学 北翔大学 札幌国際大学 

   

 東北学生柔道連盟（29校） 

 弘前大学 青森大学 八戸工業大学 八戸大学 秋田大学 ノースアジア大学 秋田県立大学 

 岩手大学 富士大学 盛岡大学 奥羽大学 岩手医科大学 仙台大学 東日本国際大学 

  東北大学 東北学院大学 宮城教育大学 東北福祉大学 北里大学水産部 山形短期大学 

  石巻専修大学 山形大学 東北芸術工科大学 青森中央学院大学 福島大学  日本大学工学部  

 東北工業大学 青森中央短期大学 聖霊女子短期大学 

  

 関東学生柔道連盟（47校） 

 足利工業大学 宇都宮大学 関東学園大学 群馬大学 上武大学 高崎経済大学 茨城大学 



 流通経済大学 桐蔭学園横浜大学 埼玉大学 清和大学 城西大学 国際武道大学 

 神奈川工科大学 関東学院大学 防衛大学校 横浜国立大学 横浜商科大学 千葉商科大学  

都留文科大学 山梨大学 山梨学院大学 筑波大学 獨協大学 千葉大学 千葉工業大学 

淑徳大学 城西国際大学 白鴎大学 東洋大学工学部 横浜市立大学 中央学院大学 

日本大学生産工学部 麻布大学 神奈川大学 東京国際大学 日本工業大学 帝京平成大学 

防衛医科大学校 敬愛大学 明海大学 平成国際大学 フェリス女学院大学 松蔭大学 

了德寺大学 文教大学 帝京大学理工学部 

   

 

 

東京学生柔道連盟（47校） 

桜美林大学 学習院大学 青山学院大学 杏林大学 慶應義塾大学 工学院大学 

國學院大学 亜細亜大学 駒澤大学 芝浦工業大学 順天堂大学 上智大学 東京経済大学 

東京学芸大学 早稲田大学 東京工業大学 玉川大学 国士舘大学 東京農業大学 

東京理科大学 東洋大学 成蹊大学 成城大学 専修大学 創価大学 大東文化大学 

二松学舎大学 日本大学 日本体育大学 一橋大学 大正大学 法政大学  武藏大学 

明治学院大学 高千穂大学 拓殖大学 中央大学 明治大学 明星大学 立教大学 

立正大学 帝京大学 東海大学 東京大学 東邦大学 日本文化大学 帝京短期大学 

 

 北信越学生柔道連盟（20 校） 

 北陸大学 金沢学院短期大学 金沢工業大学 金沢大学 金沢星稜大学 福井大学  

 福井工業大学 富山大学 新潟大学 信州大学 長岡技術科学大学 上越教育大学  

 高岡法科大学   金沢学院大学 松本大学松商短期大学部 日本医科大学新潟歯学部 

 金沢工業高等専門学校 長岡工業高等専門学校 富山工業高等専門学校 金城大学 

  

 東海学生柔道連盟（33校） 

 同朋大学 名古屋学院大学 日本福祉大学 名古屋工業大学 名古屋大学  

 南山大学 愛知教育大学 愛知工業大学 名城大学 藤田保健衛生大学 皇学館大学  

 中部大学 三重大学 愛知産業大学 名古屋市立大学 静岡大学 東海大学海洋・開発工学部 

 愛知学院大学 岐阜聖徳学園大学 朝日大学 愛知大学 岐阜大学 名古屋経済大学 

 中京大学 名古屋商科大学 岐阜薬科大学 静岡産業大学 中京女子大学  

 日本大学国際関係学部 近畿大学工業高等専門学校  星城大学 椙山女子学園大学 

 静岡文化芸術大学 

  

 関西学生柔道連盟（54校） 

 奈良教育大学 滋賀大学 大谷大学 京都外国語大学 京都学園大学 京都教育大学 

 京都産業大学 京都大学 京都府立医科大学 同志社大学 佛教大学 明治国際医療大学 

 立命館大学 龍谷大学  姫路獨協大学 和歌山大学 天理大学 奈良大学 追手門大学  

 大阪学院大学 大阪教育大学 大阪経済大学 大阪芸術大学 阪南大学 大阪経済法科大学 



 大阪工業大学 大阪産業大学 大阪歯科大学 大阪商業大学 大阪市立大学 

 大阪体育大学 大阪大学 大阪府立大学 関西外国語大学 関西大学 近畿大学 

 摂南大学 桃山学院大学 和歌山県立医科大学 関西学院大学 甲南大学 神戸学院大学 

 神戸大学 兵庫教育大学 大阪医科大学 大阪国際大学 びわこ成蹊スポーツ大学 

 近畿医療福祉大学 大阪芸術大学短期大学部 四天王寺大学 兵庫県立大学 

   武庫川女子大学 大阪電気通信大学 芦屋大学 

 

 中国四国学生柔道連盟（30校） 

 高知大学 徳島大学 鳥取大学 岡山大学 岡山商科大学 岡山理科大学 島根大学  

 海上保安大学校 近畿大学工学部 広島大学 広島経済大学 広島工業大学 松山大学 

 広島修道大学 福山大学 下関市立大学 水産大学校 徳山大学 山口大学 香川大学 

 愛媛大学 吉備国際大学 広島国際大学 鳥取短期大学 倉敷芸術科学大学 東亜大学 

 松山東雲女子大学 松山東雲短期大学 環太平洋大学 鳴門教育大学 

 

 九州学生柔道連盟（34校） 

 沖縄国際大学 福岡大学 九州産業大学 九州大学 西南学院大学 福岡教育大学  

 第一経済大学 久留米大学 北九州市立大学 近畿大学産業理工学部 九州工業大学  

 九州共立大学 熊本学園大学 宮崎大学 九州東海大学 宮崎産業経営大学 南九州大学  

 鹿児島大学 鹿児島国際大学 第一工業大学 鹿屋体育大学 大分大学 九州国際大学  

 佐賀大学 日本文理大学 崇城大学 別府大学 熊本大学 長崎大学 

 長崎県立大学 福岡経済大学 福岡工業大学 九州保健福祉大学 名桜大学  

  

   



 (２)賛助会員 

《法人会員》(6)

高宮接骨院≪東京≫ 株式会社三技協≪東京≫

不二熱学工業株式会社≪関西≫ 株式会社オオヤギ≪東京≫

海野ビル株式会社≪関東≫ 日本エースサポート株式会社≪東京≫　 

《個人会員》(１６８）
《北海道地区》

(5)
《関東地区》

(26) 上水研一朗 内海健雄 上野　勝 森田章介

岩崎　満 千代川隆 関　勝治 坂口吉一 丹羽権平 鎌谷秀男

櫻井　淳 中村一成 小嶋新太 渡辺軍三 寺澤一男 松田基子

工藤正義 蓮見　弘 小出將惠 野田　亘 出口和生 貴島　徹

小山尋明 中村良三 一戸隆男 齋藤知久 岡田正行

田崎元久 大澤正美 大八木諭 岩田　勝
《中四国地区》

(9)

山口　香 福地　崇
《東海地区》

(19) 井之上正信 鏡原　壽
《東北地区》

(8) 柏崎克彦 坂本大記 酒井國利 春日　俊 川口孝夫

佐々木安廣 樗澤隆治 片岡　安 竹内外夫 山﨑立実 大谷崇正

佐藤幸二 吉良鉄男 佐藤宣践 関　　巌 中治洋一 太田正和

高橋富士男 野瀬清喜 佐藤勇夫 金子修巳 岡本清孝 五島昌明

遠藤純男 関根　忍 岩釣兼旺 鈴木　香 脇谷政孝 佐原昌弘

佐々木武人 小俣幸嗣 廣井武司 長谷川優 平野亮策 吉岡　剛

高橋俊哉 石井兼輔 竹内元彦 河原龍秀 中西康明 瀬川　洋

南條充寿 尾形敬史 鈴木義雄 古田善伯 火箱保之 神津善三朗

三戸範之 宮腰浩一 光永吉輝 柴田光徳 古松正次

小志田憲一 山下泰裕 小林秀行 井筒安正
《九州地区》

(12)
《北信越地区》

(12) 徳永俊行 中村佳央 愛知大学柔道部 栗原良浩 木村豊久

湊谷　弘 西田孝宏 仙石通泰
静岡産業大学
柔道部 久保田温 濱田初幸

松永大吾 矢崎利加 網倉大介 土川美和子 岡本　学 山中圏一

金沢大学柔道部 添田孝幸 恩田哲也 安田信由 橋本　等 北井和利

鈴木貴士 木村　仁 橋本敏明 岩田　均 大橋寛治 中原良治

渡辺直勇 山部伸敏 髙木長之助 同朋大学柔道部 玉山晋治 手島　薫

渡辺涼子 岡田弘隆
大成建設㈱
井上 瓜谷　章 元谷金次郎 小澤雄二

緒方和男 増地克之 津沢寿志 辻本　修 吉田新吾 近藤嘉明

前川直也 越野忠則 安江邦治 佐藤治夫 藤猪省太 中原　一

南谷直利 森　義光 坂本周作 篠原信一 松永郁男

吉見浩二 畑山元政
《関西地区》

(38) 土佐三郎 清水克巳

水信　健
《東京地区》

(38) 宮崎誠司 丸木英二 細川伸二 藤田弘明

大柿　実 福井鉱之輔 田代光恭 内田　強 前野秀秋
《その他》

(1)

中野根二郎 島村昌利 佐野修弘 正木嘉美 オガワヒロアキ
 


