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１．競技会 

（１）平成 29年度 全日本学生柔道優勝大会（男子 66回 女子 26回） 

 ① 主  催 一般社団法人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 スポーツ庁,東京都,(公財)日本武道館,(公財)講道館,(公財)全日本柔道連盟, 

(公財)東京都柔道連盟 

 ④ 特別協賛 ＡＬＳＯＫ, 株式会社ビックカメラ,大塚製薬株式会社,ミズノ株式会社 

日本 BS 放送株式会社(BS11),JR 東日本 

 ⑤ 協  賛 羽田タートルサービス株式会社, 株式会社アルテサロンホールディングス 

株式会社ダイワコーポレーション,東急建設株式会社、野村證券株式会社、 

富士ソフト株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

一般財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

⑥ 放  送 平成 29年 6月 25日(日)   BS11 よる 8時～9時 54分 

⑦ 日  時 平成 29年 6月 24日(土) 女子 3人制,女子 5人制,男子 1回戦 

 9時 00分 開会式 

 9時 30分 試合開始 

平成 29年 6月 25日(日)   男子 2回戦から決勝戦 

9時 00分  試合開始 

⑧ 会  場  日本武道館(東京都千代田区北の丸公園 2-3) 

⑨ 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 32チーム出場 

女子団体戦 3名点取り式トーナメント 30チーム出場 

＜男子団体＞ 

優  勝 東海大学(2年連続 22回目)  

準 優 勝 明治大学 

第 三 位 筑波大学 

第 三 位 日本大学 

優 秀 校 日本体育大学 

優 秀 校 近畿大学 

優 秀 校 國學院大学 

優 秀 校 国士舘大学 

優秀選手 ウルフアロン（東海大学）         太田 彪雅（東海大学） 

 田中 源大（明治大学）  神鳥 剛（明治大学） 

 佐々木健志（筑波大学）  ダニエルディチェフ（日本大学） 

 松井 海斗（日本体育大学） 満井 均士（近畿大学） 

 二見 省吾（國學院大学）  飯田 健太郎（国士舘大学） 

＜女子 5人制＞       ＜女子 3人制＞ 

優  勝 山梨学院大学(4年連続 8回目)      優  勝 早稲田大学  

準 優 勝 筑波大学          準 優 勝 創価大学 



第 三 位 龍谷大学            第 三 位 埼玉大学 

第 三 位 環太平洋大学      第 三 位 姫路獨協大学 

優秀選手 出口クリスタ（山梨学院大学） 優秀選手 渡邉 聖未 （早稲田大学） 

 津金 恵   （筑波大学）              岩佐 遥  （創価大学） 

 米澤 夏帆 （龍谷大学）        榎谷 ともみ（埼玉大学） 

 廣木 あすか（環太平洋大学）           山下 優光 （姫路獨協大学） 

 

（２）平成 29年度 全日本学生柔道体重別選手権大会(男子 36回 女子 33回) 

 ① 主  催 一般社団法人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 スポーツ庁,東京都,(公財)日本武道館,(公財)講道館,(公財)全日本柔道連盟, 

(公財)東京都柔道連盟 

④ 特別協賛  大塚製薬株式会社,株式会社ビックカメラ, ＡＬＳＯＫ,ミズノ株式会社 

       日本 BS放送株式会社(BS11),JR東日本 

⑤ 協  賛 羽田タートルサービス株式会,株式会社アルテサロンホールディングス 

        株式会社ダイワコーポレーション、東急建設株式会社、野村證券株式会社 

       富士ソフト株式会社、三菱 UFJ信託銀行株式会社 

一般財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

⑥ 放  送 平成 29年 10月 7日(土)  BS11 よる 8時～10時 

⑦ 日  時  平成 29年 9月 30日(土) 

9時 00分 開会式 

9時 30分 試合開始 

男子階級 60kg級 66kg級 73kg級 81kg級 

女子階級 63kg級 70kg級 78kg級 78kg超級 

平成 29年 10月 1日(日) 

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 

⑧ 会  場 日本武道館(東京都千代田区北の丸公園 2-3) 

⑨ 成  績  

【男子成績】 

60㎏                       66㎏   

優 勝  宮之原誠也 （国士舘大学）    優 勝 磯田 範仁 （国士舘大学） 

準優勝  大島 拓海  （筑波大学）      準優勝 木戸 清孝 （天理大学） 

第三位  小西誠志郎 （国士舘大学）    第三位 田川 兼三 （筑波大学） 

     野村 尚希 （東海大学）         末木 貴将 （筑波大学） 

73㎏                   81㎏ 

優 勝  野上廉太郎 （筑波大学）     優 勝 山本 悠司 （天理大学） 

準優勝  石郷岡秀征 （筑波大学）     準優勝 藤岡 将吾 （東海大学） 



第三位  島田隆志郎 （國學院大学）   第三位  釘丸 将太 （国士舘大学） 

     五十嵐純平 （筑波大学）   山下 恭平 （日本大学） 

90㎏                     100㎏ 

優 勝  安達 健太 （東海大学）        優 勝 吉良 儀城（国士舘大学） 

準優勝  長井 晃志 （日本体育大学）       準優勝 後迫 孝誠 (福岡大学) 

第三位  青木 雅道 （日本大学）       第三位 吉野 敦哉 （鹿屋体育大学） 

増山 香補 （明治大学）             寺尾 拓真 （国士舘大学） 

100㎏超 

優 勝  佐藤 和哉 （日本大学） 

準優勝  一色 勇輝 （日本大学） 

第三位  竹村 昴大 （国士舘大学） 

     西尾  徹 （天理大学） 

 

【女子成績】 

48㎏                     52㎏   

優 勝  田中 芽生  （龍谷大学）      優 勝 古瀬  舞 （帝京大学） 

準優勝  小倉  葵  （環太平洋大学）    準優勝 岡本 光理 （淑徳大学） 

第三位  尾崎 万琳  （淑徳大学）      第三位 柴田 紗希 （山梨学院大学） 

      稲毛 ゆか  （埼玉大学）         内尾 真子 （筑波大学） 

57㎏                      63㎏ 

優 勝  出口クリスタ （山梨学院大学）    優 勝 能智亜衣美 （筑波大学） 

準優勝  竹内  鈴  （東海大学）      準優勝 佐藤 史織  （山梨学院大学） 

第三位  高沢 眞冴  （淑徳大学）      第三位 米澤 夏帆 （龍谷大学） 

      水鳥 友稀  （帝京大学）             土井 雅子 （環太平洋大学） 

70㎏                      78㎏ 

優 勝  新添 左季 （山梨学院大学）      優 勝 泉  真生 （山梨学院大学） 

準優勝  田中 志歩  （環太平洋大学）       準優勝 友清 あかり（環太平洋大学） 

第三位  小林 幸奈  （龍谷大学）        第三位 堀  歩未 （鹿屋体育大学） 

     青柳 麗美  （環太平洋大学）         鈴木 伊織   (環太平洋大学） 

78㎏超 

優 勝  井上あかり （環太平洋大学） 

準優勝  月波光貴穂 （帝京大学） 

第三位  児島 有紀 （龍谷大学） 

      井上 舞子 （淑徳大学） 

 

（３）平成 29年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会（男子 19回 女子 9回） 

①主  催  一般社団法人 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  スポーツ庁 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 (公財)尼崎市スポーツ振興事業団 

       （公財）講道館 (公財) 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  株式会社ビックカメラ  大塚製薬株式会社  ＡＬＳＯＫ  

       日本ＢＳ放送株式会社（ＢＳ11）  ミズノ株式会社  ＪＲ東日本 

⑤協  賛  羽田タートルサービス株式会社  株式会社アルテサロンホールディングス  

株式会社ダイワコーポレーション   東急建設株式会社  野村證券株式会社 

富士ソフト株式会社  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

一般財団法人日本宝くじ協会(プログラム助成) 

⑥放  送  平成 29年 10月 29日(日)  ＮＨＫ Ｅテレ 14時～16時 

⑦日  時  10月 28日(土) 

         午前 9時 00分 開場 

         午前 10時 00分 開会式 

         午前 10時 30分 試合開始    男子「1回戦～2回戦」 

                         女子「1回戦～3回戦」 

       10月 29日(日) 

         午前 9時 00分 開場 

         午前 9時 30分 試合開始    男子「3回戦～決勝戦」 

         午後 0時 15分 試合開始    女子「準決勝戦～決勝戦」 

⑧会  場  ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）（兵庫県尼崎市西長洲町１－４－１） 

⑨成  績  〈男子〉 

       団体戦 7名（体重別に編成）点取り式トーナメント戦 53チーム出場 

       優  勝 東海大学 

       準 優 勝 国士舘大学 

       3  位 筑波大学、日本体育大学 

       ベスト 8 天理大学、東洋大学、日本大学、明治大学 

       優秀選手 ウルフ アロン（東海大学）、影浦 心（東海大学）、江畑 丈夫（国士舘大学） 

            飯田 健太郎（国士舘大学）、阿部 一二三（日本体育大学）、 

野上 廉太郎（筑波大学） 

       〈女子〉 

       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  山梨学院大学 

       準 優 勝  環太平洋大学 

       3  位   筑波大学、東海大学 

       優秀選手  益子 楓彩奈（山梨学院大学）、泉  真生（山梨学院大学）、 

廣木 あすか（環太平洋大学）、内尾 真子（筑波大学）、 

多田隈 玲菜（東海大学） 

 

 



２．研修会等 

 （１）教養講座（第 31回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 29年 9月 29日（金）17:45～18:30 

   ③場 所  講道館教室 

     ④参加者  約 100名 

   ⑤講 演  「これからの学生柔道について」 

 ⑥講 師  冲永佳史 氏 一般社団法人全日本学生柔道連盟会長、帝京大学理事長・学長 

  

（２）審判講習会（第 1回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 29年 6月 26日（金）16:00～17:00 

   ③場 所  講道館  

     ④参加者  約 60名  

   ⑤講 師  大迫明伸（H29全日本学生柔道優勝大会審判長） 

   ⑥講習内容 翌日から開催される大会におけるルールについて内容の確認をした。 

 

（３）審判講習会（第 2回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 29年 9月 29日（金）16:00～17:00 

   ③場 所  講道館 

     ④参加者  約 60名  

   ⑤講 師  大迫明伸（H29全日本学生柔道体重別選手権大会審判長） 

   ⑥講習内容 翌日から開催される大会におけるルールについて内容の確認をした。 

 

（４）審判講習会（第 3回） 

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 29年 10月 27日（金）16:00～17:20 

   ③場 所  ベイコム総合体育館大会役員室 

     ④参加者  約 50名 

   ⑤講 師  黒田一彦（H29全日本学生柔道体重別団体優勝大会審判長） 

   ⑥講習内容 翌日から開催される大会におけるルールについて内容の確認をした。 

 

 ３．国際交流 

   海外研修 

 （１）期 間   2017年 12月 6日（水）～12月 11日（月） 5泊 6日 

    場 所   香港 

    参加者   役員 3名、学生 14名（男子 8名、女子 6名） 

          団 長   竹内 外夫   東海学生柔道連盟 



          コーチ   吉鷹 幸春   関東学生柔道連盟 

          コーチ   松田 基子   関西学生柔道連盟 

内 容   研修報告書のとおり 

 

 （２）期 間   2018年 3月 18日（日）～3月 26日（月） 8泊 9日 

    場 所   カザフスタン 

    参加者   役員 3名、学生 9名（男子 9名） 

          団 長   内村 直也  関西学生柔道連盟 

          コーチ   坂本 大記  東京学生柔道連盟 

トレーナー 渡辺 悠太  グローバルスポーツ医学研究所 

内 容   研修報告書のとおり  

 

４．会議等 

 (１) 定時総会 

  ①第 1回 ・日 時  2017年 6月 23日（金）14時 30分～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・監事 23名 

               正会員（本人）25名 

               正会員（委任状）204    ※正会員総数 290 

 

 (２) 理事会（理事総数 20名、監事 3名） 

  ①第 1回 ・日 時  2017年 5月 9日（火） 

         ・書面  

          ・出席者  理事 20名  

  ②第 2回 ・日 時  2017年 5月 12日（金） 

         ・書面   

          ・出席者  理事 20名  

  ③第 3回 ・日 時  2017年 6月 23日（金）12時 30分～14時 20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 17名 監事 2名 事務局 2名 

④第 4回 ・日 時  2017年 6月 25日（日） 

         ・場 所  日本武道館会議室（東京都千代田区北の丸公園 2-3） 

          ・出席者  理事 19名 監事 1名 事務局 2名 

⑤第 5回 ・日 時  2017年 8月 10日（木） 

         ・書面  

          ・出席者  理事 19名  

⑥第 6回 ・日 時  2017年 9月 29日（金）14時 30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 18名 監事 2名 事務局 2名 



 ⑦第 7回  ・日 時  2017年 10月 2日（月） 

        ・書面 

         ・出席者  理事 19名  

⑧第 8回  ・日 時  2017年 10月 27日（金）14時～15時 30分 

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

         ・出席者  理事 16名 監事 2名 事務局 2名 

⑨第 9回 ・日 時  2018年 3月 20日（火）18時 30分～19時 30分 

         ・場 所  日本武道館会議室（東京都千代田区北の丸公園 2-3） 

         ・出席者  理事 18名 監事 2名 事務局 2名 

  

すべての会議の議事録を作成し、総会は議長及び理事出席者の代表 2名、理事会は議長及び監事出席者が署名

押印し保存する。 

別資料の『2017年度議事録』を参照。   

 

 

５．助成・顕彰及び会報等の発行 

 (1)助 成 

 ①団 体 名  全国国立大学柔道連合会  会長 野瀬 清喜 

 事 業 名  第 59 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  スポーツ庁・（公財）講道館・（一社）全日本学生柔道連盟 

 期  日  2017 年 7 月 2 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  39 校 

 成  績  優 勝 筑波大学  準優勝 埼玉大学  3 位 秋田大学・弘前大学 

 

②団 体 名   全国体育系学生柔道体重別選手権大会 大会会長 石井兼輔 

   事 業 名   第 30 回全国体育系学生柔道体重別選手権大会 

   助成金額   50,000 円 

 主  催   全国体育系学生柔道研修会実行委員会 

   後  援   大塚製薬、羽田タートルサービス、伊藤超短波、（学）了徳寺大学、（学）帝京科学大学 

          センコー、ALSOK、ミズノ、日本 BS 放送、（一社）全日本学生柔道連盟 

   期  日   2018 年 2 月 24 日(土) 体重別選手権大会 午後 2 時 00 分より研修会 

25 日(日) 体重別選手権大会 



   会  場   講道館（東京都文京区春日 1-16-30） 

   参加資格   （１）出場選手資格 

① (一社)全日本学生柔道連盟の法人会員たる柔道部の在籍者であり、(公財)全日本柔 

道連盟に登録した者。 

② 参加を認められた大学の正規の学籍を有する 3 年生以下の者。 

③ 参加を認められた大学の学部、学科、コースにおいて「体育・スポーツ系カリキ

ュラム」を系統的に学ぶ学生。 

④平成 29 年度講道館杯全日本柔道体重別選手権大会出場者及び資格保有者を除く。 

（２）参加人数（1 校あたり） 

① 14 名以内 

② 幹事校（東海大学・国士舘大学・日本体育大学・国際武道大学）：21 名以内 

③ 1 階級のエントリーは 4 名以内とする。 

個人戦 7 階級 60kg 級、66kg 級、73kg 級、81 ㎏級、90kg 級、100kg 級、100kg 超級 

参加大学 

鹿屋体育大学 関西大学 国際武道大学 国士舘大学 埼玉大学 上武大学 

順天堂大学 仙台大学 大東文化大学 拓殖大学 中京大学 筑波大学 帝京大学 

帝京科学大学 天理大学 桐蔭横浜大学 星槎道都大学 東海大学 東洋大学 

日本大学 日本体育大学 平成国際大学 山梨学院大学 了德寺大学 早稲田大学 

 (25 大学・約 325 名) 

   研 修 会   ・キャリア・就活について 

講師：アスリートキャリア支援委員会 木下博之氏 

・企業説明 

① 興和株式会社 

② アラマークユニフォームサービスジャパン株式会社 

              ③全日本空輸株式会社 

成  績    （各階級優勝者） 

60kg級 梅北 亘 (山梨学院大学 3年) 

66kg級 甲斐 拓海 (国士舘大学 3年) 

73kg級 佐藤 竜 (早稲田大学 2年) 

81kg級 前濵 忠大 (日本大学 2年) 

90kg級 玉置 玉 (山梨学院大学 3年) 

100kg級 後藤 龍真 (東海大学 1年) 

100kg超級 久野 壱虎 (国士舘大学 1年) 

 

 (２)顕 彰 

  ①功労者(4 名) 

髙木 長之助（全日本学生柔道連盟） 関 勝治（全日本学生柔道連盟） 

   元谷 金次郎（関西学生柔道連盟）  吉田 元久（東京学生柔道連盟） 

   ※ 2016 年度 1 名 2014 年度 3 名 2013 年度 3 名  2012 年度 3 名    



2011 年度 15 名 2010 年度 2 名 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表彰状・感謝状（14 社・1 団体） 

    センコー株式会社 株式会社ダイワコーポレーション  ＡＬＳＯＫ  

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 

    一般財団法人日本宝くじ協会 株式会社アルテサロンホールディングス  

    株式会社ビックカメラ 日本ＢＳ放送株式会社 ＪＲ東日本  野村證券株式会社 

    富士ソフト株式会社 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 東急建設株式会社 

※  2016 年度 10 社・１団体 2015 年度 8 社・１団体 

2014 年度 10 社・１団体 2013 年度 10 社・１団体 2012 年度 9 社・１団体    

2011 年度 8 社・１団体 2010 年度 9 社・１団体  2009 年度 ９社・１団体   

2008 年度 ９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（3 名） 

    阿部 一二三（日本体育大学） ウルフ アロン（東海大学）  渡名喜 風南（帝京大学）   

 ※ 2017 年度 2 名    2015 年度 2 名   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  

  ①一般社団法人 全日本学生柔道連盟だより第 22 号（A4 版 8 頁）2017 年 6 月 26 日発行 

                           ≪編集・発行 総務委員会≫ 

６．会 員 

（１） 正会員 289校（平成 30年 3月 31日現在） 

 

 北海道学生柔道連盟（17校） 

  旭川大学 旭川医科大学 小樽商科大学 釧路公立大学 札幌大学 札幌医科大学 

  札幌学院大学 星槎道都大学 北海学園大学 北海道大学 北海道医療大学 北海道教育大学 

  北海道科学大学 室蘭工業大学 酪農学園大学 北海道科学大学短期大学部 名寄市立大学 

   

 東北学生柔道連盟（20校） 

  青森中央学院大学 秋田大学 岩手大学 岩手医科大学 奥羽大学 仙台大学 

東北大学 東北学院大学 東北工業大学 東北福祉大学 東北文教大学短期大学部 

日本大学工学部 八戸学院大学 東日本国際大学 弘前大学 福島大学 富士大学 

盛岡大学 山形大学 福島県立医科大学 

 



 関東学生柔道連盟（38校）  

  茨城大学 宇都宮大学 神奈川大学 神奈川工科大学 関東学院大学 関東学園大学 

 群馬大学 国際武道大学 埼玉大学 淑徳大学 城西大学 城西国際大学 上武大学 

清和大学 高崎経済大学 千葉大学 千葉工業大学 千葉商科大学 筑波大学 

都留文科大学 帝京平成大学 帝京大学理工学部 桐蔭横浜大学 東洋大学工学部 

獨協大学 日本工業大学 日本大学生産工学部 白鴎大学 平成国際大学 山梨大学 

防衛大学校 山梨学院大学 横浜国立大学 横浜市立大学 流通経済大学 

 了徳寺大学 日本ウェルネススポーツ大学 中央学院大学 

 

東京学生柔道連盟（47校） 

 青山学院大学 亜細亜大学 桜美林大学 学習院大学 慶應義塾大学 工学院大学 國學院大学 

国士舘大学 駒澤大学 芝浦工業大学 順天堂大学 上智大学 成蹊大学 成城大学 

専修大学 創価大学 大正大学 大東文化大学 拓殖大学 中央大学 帝京大学 

帝京科学大学 帝京短期大学 東海大学 東京大学 東京有明医療大学 東京学芸大学 

 東京経済大学 東京工業大学 東京農業大学 東京理科大学 東洋大学 二松学舎大学 

日本体育大学 日本大学 日本文化大学 一橋大学 法政大学 武蔵大学 明治大学 

明治学院大学 明星大学 立教大学 立正大学 早稲田大学 東京女子体育大学 首都大学東京 

 

 北信越学生柔道連盟（20校） 

  金沢大学 金沢学院大学 金沢学院短期大学 金沢工業大学 金沢工業高等専門学校  

  信州大学 高岡法科大学 富山大学 富山工業高等専門学校 長岡技術科学大学 

  長岡工業高等専門学校 新潟大学 日本医科大学新潟歯学部 福井大学 福井工業大学 北陸大学 

  長野工業高等専門学校 石川工業高等専門学校 新潟医療福祉大学 松本大学 

 

 東海学生柔道連盟（30校） 

  愛知大学 愛知学院大学 愛知教育大学 愛知工業大学 愛知産業大学 朝日大学 

岐阜大学 岐阜薬科大学 近畿大学高専 皇學館大學 至学館大学 静岡大学 静岡産業大学 

静岡文化芸術大学 椙山女学園大学 星城大学 中京大学 中部大学 同朋大学 

東海大学海洋・開発工学部 名古屋大学 名古屋学院大学 名古屋工業大学 名古屋商科大学 

名古屋市立大学 南山大学 日本福祉大学 藤田保健衛生大学 名城大学 人間環境大学 

 

 関西学生柔道連盟（54校） 

芦屋大学 追手門学院大学 大阪大学 大阪学院大学 大阪教育大学 大阪体育大学 

大阪経済大学 大阪経済法科大学 大阪芸術短期大学 大阪工業大学 大阪府立大学 

大阪産業大学 大阪歯科大学 大阪商業大学 大阪市立大学 大阪電気通信大学   

大谷大学 関西大学 関西医療大学 関西外国語大学 明治国際医療大学 

関西学院大学 京都大学 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 

京都府立医科大学 京都薬科大学 近畿大学 神戸医療福祉大学 甲南大学 神戸大学 

神戸学院大学 滋賀大学 四天王寺大学 摂南大学 宝塚医療大学 天理大学 同志社大学 



奈良大学 阪南大学 姫路獨協大学 兵庫県立大学 びわこ成蹊スポーツ大学 佛教大学 

武庫川女子大学 桃山学院大学 立命館大学 龍谷大学 和歌山大学 森ノ宮医療大学 

    羽衣国際大学 奈良県医科大学 

 

 中国四国学生柔道連盟（33校） 

  愛媛大学 岡山大学 岡山商科大学 岡山理科大学 海上保安大学校 香川大学 環太平洋大学 

  吉備国際大学 近畿大学工学部 倉敷芸術科学大学 高知大学 島根大学 下関市立大学 

 水産大学校 東亜大学 徳島大学 徳山大学 鳥取大学 鳥取短期大学 鳴門教育大学 

 広島大学 広島経済大学 広島工業大学 広島国際大学 広島修道大学 福山大学 松山大学 

 松山東雲女子大学 松山東雲女子短期大学 山口大学 徳山工業高等専門学校 尾道市立大学 

 高知県立大学 

 

九州学生柔道連盟（30校） 

  大分大学 鹿児島大学 鹿屋体育大学 北九州市立大学 九州大学 

九州看護福祉大学 九州共立大学 九州工業大学 九州国際大学 九州産業大学 

近畿大学産業理工学部 熊本大学 熊本学園大学 久留米大学 佐賀大学 西南学院大学 

崇城大学 東海大学九州 長崎大学 日本経済大学 日本文理大学 福岡大学 別府大学 

 福岡教育大学 福岡工業大学  南九州大学 宮崎大学 宮崎産業経営大学 名桜大学 

 九州産業大学造形短期大学部 

 

 

 






