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県柔連だより 第 ８ 号

挨

拶

山梨県柔道連盟
会長
中嶌 和久
柔連だより第８号の発行にあたり、一言あいさつを申し上げます。
一昨年の春先から新型コロナウィルス感染症が世界各地に拡大し、世界中の人々に重大
な被害をもたらしました。世界各地で感染症の拡大が続く中、「密閉」「密集」「密接」
の３密を避け、社会的距離を確保するという制限下、柔道衣を着て稽古をする機会が奪わ
れ、コンタクト競技である柔道は、これまで通りの稽古は困難となり，様々な大会・イベ
ントが中止・延期を余儀なくされました。
当初本年１月１７・１８日の両日に小瀬武道館で開催が予定されていた、
講道館杯全日本体重別選手権大会
も中止となり、米山理事長を中心に全柔連の指導を受ける中で、入念な準備を進めてきて
おり、今回の中止決定は次がないだけに残念の極みである。
いま国内はコロナウィルス感染症の第 6 波が押し寄せ、県内でも連日２００名を越す感
染者が出ており、累計１万２千人を上回る状態で様々な自粛要請があり、私たちの生活様
式は大きく変わり、これまで「当たり前」と思っていたことが、実は「有り難い」と再認
識をしています。
長引くコロナ禍によって世界的に困難な状況が続く中、夏には１年延期となった
２０２０東京オリンピック
が開催され、感染症対策を考慮して無観客での開催となりましたが、その中で先陣を切っ
て日本柔道選手の活躍があり、金メダル９個、メダル総数１２個を獲得し、過去最高の成
績を上げました。
ここで特筆するのは、山梨学院大学出身で女子７８キログラム級で見事金メダルを獲得
した「濱田尚里」選手の活躍です。
決勝までの４試合、全て寝技で一本勝を収め全国の柔道ファンに夢と希望を与えてくれ
ました。勝敗もさることながら、その後の濱田選手の立ち振る舞いには感銘を受けました。
畳を降りるまで表情を変えず、相手に対して敬意を払う姿勢
勝って奢らず
常に相手を尊重し敬意を払う礼法、真に柔道家の手本となる振る舞いに、心よりおめでと
うを贈りたいと思います。
私たちの身近にいる濱田選手を良き手本として
助け合い・譲り合い・融和協調
の精神を忘れず、柔道で鍛えた強い身体と強い心で見えない敵と戦い、世を補益する道を
邁進しましょう。
結びに新型コロナウィルス感染症の一日も早い終息と本年が皆様にとって良い年となり
ますようお祈り申し上げます。

中嶌会長関東柔道連合会会長
就任祝賀会

令和 3 年 11 月 23 日中嶌会長関東
柔道連合会会長就任祝賀会が昭和町
のアピオタワー館で開催されました。
タワー館で一番大きな宴会場は、
来賓の方々や県内柔道連盟関係者、
現職の警察官や OB、笛吹市八代町の
関係者等で、コロナ感染症拡大で非
常に厳しい中でしたが 140 名もの出
席者で大変盛会となりました。
特に、来賓では長崎幸太郎知事や臼
井最高顧問、元富士吉田市長武川顧
問、県会議員の早川顧問などや関東
柔道関係では、神奈川県の須坂名誉
会長、諸井神奈川県会長、茨城県の
萩原会長、埼玉県の中島会長、群馬
県の鳥居会長もお越し頂き、祝賀会
を大いに盛り上げていただきました。
この会長職は、関東 7 県の柔道連
盟で構成する関東柔道連合会の会長
に令和 3 年 5 月の定時総会で就任。
会員数は全国最大規模の 4 万人。山
梨県在住者の会長就任は 17 年ぶりと
なります。
祝賀会の成功に向けて執行部では、
コロナ禍でありどれだけの被招待者
がお越しになるかが心配でしたが、
大勢の皆さんが出席していただき有
難かったです。
私たち執行部のやるべき事は、先
ず関東の令和 3 年度・4 年度事業を
滞りなく進め、今後の柔道連盟の活
動を有意義に行っていくことが連盟

に課せられた課題であり、今後とも
会員一丸となって、連盟の活動を盛
り上げていくことができれば幸いで
す。中嶌会長には、これを機に二巡
目の国体が約１０年後に山梨に来ま
す。現在の小中学生をなお一層強化
に向けて具体的方策の策定にご尽力
をお願いします。
副会長兼理事長 米山徳彦

長崎知事あいさつ

須坂名誉会長あいさつ

臼井成夫最高顧問あいさつ

萩原茨城県会長あいさつ

土屋 好英愛弟子から素晴らしい看板を頂く

中嶌会長あいさつ

ジャズバンドで盛り上げる

鏡開き

小林数雄監事夫婦と

諸井神奈川県会長・関柔連副会長乾杯の音頭

中島埼玉県会長・関柔連副会長万歳三唱

≪ 令和３年度 県柔連だより ≫
少年部指導委員会
委員長 風間辰也
平素より、山梨県柔道連盟が開催する
少年柔道大会に御理解、御協力をいただ
き誠にありがとうございます。
山梨県柔道連盟だより第８号の発行に
あたり、少年部指導委員会から寄稿いた
します。
今年度は、コロナ禍ではありましたが
これまでに県柔連主催の小学生が参加す
る３つの大会を無事に開催でき嬉しく思
っています。
５月には、第 46 回県下少年柔道大会を
開催し、１部 19 チーム、２部 18 チーム、
３部 14 チーム、合計 51 チームの参加を
得、無観客試合ではありましたが熱戦が
繰り広げられました。
優勝は１部が「まるや接骨院Ａ」、２部
が「北富士ＪＳＳ」、３部が「まるや接骨
院Ａ」と、すべて富士五湖地区のチーム
が栄冠を勝ち取りました。
６月には、第 18 回全国小学生学年別柔
道大会の県予選会を開催しましたが、コ
ロナ禍の影響で全国大会は６年生しか参
加できないこととなったため、予選会も
６年生だけの参加とした結果、参加人数
は 45 名と、例年より少ない人数となりま
した。
セレオ甲府様から寄贈された高さ 50cm
を超える優勝トロフィーが見守る中、男
女３階級づつ合計６名の全国大会出場権
を獲得するため、参加選手は一生懸命に
戦ってくれました。

（３位までの入賞者）

（３位までの入賞者）
優勝は男子 65kg 超級；常盤優希選手、
65kg 級;大井稜己選手、45kg 級;山崎煌心
選手、女子 55kg 超級；雨宮琴ノ葉選手、
55kg 級;新井萌留選手、40kg 級;岡あやの
選手となりました。
待ち望んでいた全国大会は、開催地で
ある大阪府に緊急事態宣言が発出された
ため残念ながら中止となりましたが、優
勝した選手にとっては輝かしい思い出に
なったことと信じています。
11 月には第 25 回会長杯を開催し 408 名
の参加を得る中、新型コロナ感染対策と
して二日に分けて開催することとし、
11/21 に中学生の部を、11/28 に小学生の
部を行いました。
２年ぶりの開催であったため、他チーム
の友人（ライバル）と仲良く話しをする
選手もおり、厳しい戦いの場ではありま
すが心も温まる大会だったなと感じたこ
とを覚えています。
会長杯では毎年、甲府中央ライオンズ
クラブ様から敢闘賞として柔道着のプレ
ゼントを頂戴しており、今回は例年より
５着も多い 13 着を頂戴いたしました。
柔道着のプレゼントをいただいた選手は、
中学生では宮下愛結（明生館）、勝又美涼
(孝道塾)、豊嶋信希（悠信館）、磯部啓太
（玉穂 JSS）、渡辺 翔（まるや）の５選
手、小学生では、渡邊木麦（孝道塾）、
小野公子(北富士 JSS)、畑野光利(明生館)、
バチスタアリーネ（玉穂 JSS）、
加々美吹樹（まるや）、渡辺晃誠（北富士
JSS）、岡田悠志（悠信館）、白須和総（ま
るや）の８選手でありました。
この 13 選手には、甲府中央ライオンズ
クラブ様宛に柔道着をいただいた感謝の

意を込めた作文を書いて貰い、過日、私
が大会の結果と一緒に届けたところであ
ります。
来年も、柔道着をプレゼントしていただ
けるような熱戦を期待しております。
３月には、第 42 回全国少年柔道大会の
県予選会を実施する予定でしたが、新型
コロナウイルスの感染が収まらず練習を
出来ない状況が続いているため、４月に
延期することといたしました。参加チー
ムは１５団体となっており、全国大会出
場を目指し、熱戦が期待されます。
最後に、全日本柔道少年団からの情報
をお伝えします。
昭和 37 年 2 月 25 日、全日本柔道少年
団が講道館大道場にて結成されました。
結団式には、当時の内閣総理大臣や文部
大臣など多くの要人が出席されたそうで、
柔道を通しての教育に大きな期待が寄せ
られていたことが推察されます。
令和 4 年が結成 60 周年にあたることか
ら、各地区の代表が参加し 2 月 27 日に講
道館大道場において記念式が開催された
ところであります。
（結団 60 周年記念式典の記念写真）

また、記念事業の一つとして全都道府
県に分団旗が作成され、近々に配送して
いただけるとのことです。
分団旗は、全国大会の開会式の際に全
参加チームが掲揚するとともに、各都道
府県の大会等の活動に役立てて欲しいと
のことです。

（結成当時の分団旗）

少年柔道選手を始めすべての柔道選手
の安全と活躍を祈念し、少年部指導委員
会からの寄稿といたします。

令和３年度関東中学校柔道大会・全国中学校柔道大会を終えて
小中体連支部長
令和３年度の第４６回関東中学校柔道大

酒井 健治

けをすることが多いです。全国の選手にも

会が本県（8/22～8/25）で開催されまし

技術では対抗できる手応えは感じていま

た。昨年度は、コロナ禍のため大会が中止

す。毎年感じますが、課題として勝負への

となり、2 年ぶりの開催となりました。大

あと一歩の執念や指導を先にとられてしま

会において、絶対に感染者を出さない安全

う消極的な柔道が目につきます。また、腕

安心の大会運営を目指し、県小中体連柔道

力などフィジカルの差がそのまま試合に反

専門部の知見部長はじめ後藤委員長を中心

映されていることがあります。様々な他県

に大会開催のため準備を進めてきました。

の選手と交流し、色んなタイプの柔道選手

運営マニュアルの作成からはじまり、大会

との交流も必要です。柔道に触れる時間を

会場の感染対策、競技運営等に細心の注意

増やし、柔道に対峙する機会を増やす事が

を払い企画しました。また、関東中学大会

重要なポイントになります。しかし、この

では、はじめての一人審判制の導入、無観

２年は新型コロナ感染症対策のため、交流

客試合等、競技運営にも苦慮いたしまし

をはじめ柔道に取り組むことすらままなら

た。県柔道連盟の審判員派遣や協賛金等、

ない状況です。指導者としては歯がゆい思

心強いバックアップのもと、感染者や大き

いをしています。早くコロナ禍が収束する

な事故なく大会を終えることができまし

ことを祈るばかりです。

た。
試合においては、団体戦で下吉田中学校

県柔連に主催をいただいて関東近県の
中学生の選手を招待する、中学生の強化錬

がベスト 8 に入賞し敢闘表彰をうけまし

成大会を毎年１１月に開催しています。２

た。特に男子は関東のレベルが高く上位入

年間中止になっていますので、来年度は開

賞が大変難関になっています。その中で入

催ができるようにしたいです。現在山梨県

賞したことは大きな収穫でした。引き続き

ばかりでなく、全国の中学生の柔道を取り

関東で戦える競技力の向上を目指したいで

巻く課題は山積しています。感染症対策、

す。

指導者の減少、柔道部の減少や選手の激

第５２回全国中学校柔道大会（群馬県前

減、進路先での柔道の継続の問題など様々

橋市（8/17～8/20）で２年ぶり行われまし

な問題に直面しています。特に、全国的に

た。全国大会においては、女子団体で富士

中学生の柔道人口が激減している状況にあ

学苑中学校が、１・２年生チームでありな

ります。山梨県でもその例にもれず、特に

がら、予選通過し、敢闘賞になり健闘いた

女子の競技人口が激減しています。少年部

しました。

との連携をとりながら、中学校へ入学して

関東大会全国大会の総括として、各選
手健闘しますが、寝技や指導による優勢負

も柔道を続ける環境を整えることも強化の
第一歩と考えています。

結びに、中嶌会長、米山理事長をはじめ
とする山梨県柔道連盟の先生方の、小中体
連の活動に多大なるご支援に感謝と来年度
へのご支援をお願いいたしまして、令和３
年度の報告とさせていただきます。

関東中学校柔道大会（小瀬武道館）

〔

令和３年度を振り返って

〕
高体連支部

平井

茂樹

はじめに、今年度、高体連主催の各種大会・運営ができましたのも中嶌会長先生をはじめとす
る連盟の先生方、田代剛久部長先生以下専門部の先生方および関係各位のご協力のおかげと、こ
の場をお借りして心より深く感謝を申し上げます。
今年度も新型コロナ感染症の蔓延とその対策に追われました。夏こそ一旦終息の兆候が見られ
ましたが、依然として厳しい状況での運営となりました。
特に今年度は関東大会が山梨県での開催となり、少ない加盟校数の中、新型コロナ対策を踏ま
えて団体戦のみの実施。感染症対策など厳しい制約のある中での運営となりましたが、こちらも
関係各位のご協力のおかげで成功裡に終えることができました。改めて感謝を申し上げます。
続いて、今年度の関東大会、総体の結果を下記にまとめました。全国大会における成績は長野
インターハイでは男子団体で東海甲府が 1 回戦、柳ヶ浦（大分）に 2-1、2 回戦京都先端大学附属
（京都）に代表戦にもつれる接戦でしたが残念ながら惜敗。女子団体では富士学苑が 3 回戦まで
順当に勝ち進み、4 回戦で今年度の関東大会の決勝で負けている埼玉栄（埼玉）に 0-1 で敗退し、
関東大会の雪辱はならず、前々回大会からの 2 連覇達成を果たすことができませんでした。個人
戦では選手権大会で活躍を見せた 48 ㎏の西ノ内智優（富苑）、その他 57 ㎏の竹中真琴（富苑）
が 3 回戦進出。78 ㎏の川崎愛乃（富苑）が 4 回戦進出。特に 63 ㎏の杉山凛（富苑）は準決勝に進
出し、創志学園の選手に優勢で敗れましたが、第 3 位という好成績を収めました。
後期の主な事業としては、全国高校柔道選手権大会県予選となります。団体・個人ともに男子
は東海大学付属高校が優勝。女子は富士学苑が優勝。女子個人では５２kg 級富士学苑の大久保藍
（富苑）が 1 年生ながら優勝しており、６３㎏級の杉山凛（富苑）はインターハイ以上の結果を
期待されます。女子の団体においては、今年は２位の甲府工業も全国大会出場権を得ました。ま
た、女子の個人戦ではインターハイ同様各選手上位進出、団体は４１回大会の優勝に次ぐ２連覇
が期待されます。
＜第 69 回関東高等学校柔道大会＞
男子団体
1 回戦 日川 ２－３ 立花学園（神奈川）
北稜 ０－５ 水戸啓明（茨城）
2 回戦 東海 ３－０ 日本大学（神奈川）
甲工 ０－４ 足立学園（東京）
3 回戦 東海 １－４ 千葉経済大附属（千葉）
女子団体
1 回戦
甲工
１－２ 西武台（埼玉）
富士学 ２－０ 三浦学苑（神奈川）
2 回戦
富士学
２－１ 児 玉（埼玉）
準々決勝 富士学
３－０ 岩 倉（東京）
準決勝
富士学
３－０ 帝 京（東京）
決勝
富士学
０－１ 埼玉栄（埼玉）

＜第 70 回全国高等学校総合体育大会柔道競技＞
男子個人
60 ㎏級 加々見翔世（東海）3 回戦敗退
66 ㎏級 下平 清哉（東海）初戦敗退
73 ㎏級 浜名 海歩（東海）初戦敗退
81 ㎏級 古瀬 尋翔（東海）初戦敗退
90 ㎏級 大森 雷刀（東海）3 回戦敗退
100 ㎏級 北畑 善（東海）初戦敗退
100 ㎏超 冨田裕太（東海）初戦敗退
男子団体
1 回戦 東海 ２－１ 柳ヶ浦（大分）

2 回戦 東海 １―① 京都先端大附属（京都）代表戦
女子個人
48 ㎏級 西ノ内智優（富士学）3 回戦敗退
52 ㎏級 大久保藍 初戦敗退
57 ㎏級 竹中真琴 3 回戦敗退
63 ㎏級 杉山凛 第 3 位
70kg 級 菊田明希 初戦敗退
78 ㎏級 川崎 愛乃 4 回戦敗退
78 ㎏超 山本海蘭 初戦敗退
女子団体
1 回戦 富士学 ○ ２−０ △ 盛岡南（岩手）
2 回戦
〃
○ ３−０△ 長崎明誠（長崎）
3 回戦
〃
○１-０△ 大成(愛知）
4 回戦
〃
△０−１○ 埼玉栄（埼玉）

＜第 44 回全国高等学校柔道選手権大会県予選＞
団体試合
男子決定リーグ
①東海甲府 ②甲府工業 ➂日川
女子トーナメント
甲府工業２－１河口湖
女子決勝
富士学苑３－０甲府工
個人試合
男子 60kg 級 ①下平（東海）②伊那（東海）➂増田（甲工）・近藤（甲工）
男子 66kg 級 ①楠 拓海（東海）②齊藤（東海）➂依田（甲工）
男子 73kg 級 ①丸山 春希（東海）②大林（東海）➂上田（甲工）・狐塚（東海）
男子 81kg 級 ①鳥山 蓮（東海）②塩原（東海）➂ 天野（東海）・河野（甲府西）
男子無差別級 ①野村 尚吾（東海）②磯貝（東海）➂ 山口（東海）・中込（甲工）
女子 48kg 級
女子 52kg 級
女子 57kg 級
女子 63kg 級
女子無差別級

①黍田 紫月（富士学）②遠藤（駿台）➂近藤（河口湖）
①大久保藍（富士学）②鈴木（富士学）➂ 中島（甲工）
①竹中真琴（富士学）②益子（富士学）
①杉山凛（富士学）②新谷（甲工）➂ 加々美（河口湖）
①川崎 愛乃（富士学）②山本（富士学）➂ 齊藤（富士学）

高体連

第44回全国高等学校柔道選手権大会結果
男子

於：日本武道館

60kg級
○GS僅差

藤田 祐人(札幌山の手)

3回戦

〃

○GS技有

松本 翔太朗(東海大仰星)

4回戦

〃

△技有

松永 烈(福岡大大濠)

楠 拓海

△GS僅差

石川 大真(鶴来)

丸山 春希

△内股

前原 拳悟(大成)

鳥山 蓮

△反則負

仁保 秀太(東海大仰星)

野村 尚吾

△GS僅差

西村 夢人(作陽)

黍田 紫月

軽量失格

大久保 藍

○GS技有

中村 綺花(柳ヶ浦)

○技有

中村 海結(高川学園)

△巴投

落合 倖(沼田)

○GS僅差

瀬野 智香(坂出一)

○GS僅差

柏野 舞乙(広島皆実)

△GS技有

尾畑 はるか(高川学園)

2回戦

下平 清哉

66kg級
2回戦
73kg級
1回戦
81kg級
1回戦
無差別
2回戦
女子
48kg級
52kg級
1回戦
2回戦

〃

57kg級
1回戦
2回戦

竹中 真琴
〃

3回戦
63kg級
2回戦

杉山 凛

○技有

水間 仁子(佐賀商)

3回戦

〃

○GS僅差

近藤 小晴(藤枝順心)

4回戦

〃

△GS僅差

鳥越 小有希(鹿児島南)

第5位
無差別
2回戦

○GS僅差

本田 万智(広島皆実)

3回戦

川崎 愛乃
〃

○僅差

山口 ひかる(大成)

4回戦

〃

○棄権勝

森 静玖(佐賀商)

準決勝

〃

△大内刈

矢野 真鈴(大牟田)

第3位
男子団体
1回戦

東海大学甲府 △1ー2

東海大札幌

2回戦

富士学苑

○2−0

宮崎日大

3回戦

〃

○2ー0

北海

4回戦

〃

○2ー1

常盤

準決勝

〃

○2−1

広島皆実

決勝

〃

△0ー1

佐賀商

女子団体

（試合を振り返って）
個人戦においては男子60㎏級の下平が健闘し5位の入賞、女子では
63kg級の杉山が5位、無差別の川崎が3位入賞を果たした。注目の団
体は、連覇がかかっていたが決勝で佐賀商業に0ー1で準優勝となっ
たが、試合内容も僅差で、本県の代表としてよく健闘してくれた。
まだこれ以降も金鷲旗大会やインターハイが控えている。今後の活
躍も大いに期待できる。

ナウイルスが蔓延したことにより、異例の

令和 3 年度
山梨学院大学男子柔道部

11 月開催に延期となりました。本大会で

結果報告

柔道部コーチ 西田 泰悟

は 3 回戦で日本大学に 1-2 で敗れベスト
16 に終わりました。目標の全国ベスト 4
進出は果たせませんでしたが、日本大学の
4 年生は高校時代のインターハイチャンピ

令和 3 年度、山梨学院大学男子柔道部の

オンがズラリと並ぶ黄金世代であり、1-2

結果報告をさせて頂きます。前年度、新型

と堂々と戦えたことで選手達の成長を感じ

コロナウイルス感染拡大により全ての学生

ることができました。

大会が中止となりました。一年間試合に出

もう一つの団体戦である、全日本学生柔

場する事もできず、特に学生最後の年であ

道体重別団体優勝大会も例年の 10 月開催

る 4 年生は、無念の想いから卒業式で涙を

から 12 月開催に延期となりました。本大

流す者もいたことは忘れられません。今年

会では初戦となる 2 回戦で早稲田大学と当

度は、大会が無くなる苦しい状況の中で

たる厳しい組み合わせでしたが、2-1 で勝

も、最後まで腐らずチームを引っ張ってい

ち、3 回戦では日体大に 1-2 で敗れベスト

ってくれた卒業生の想いも背負って戦うと

16 の結果で終わりました。団体戦では、

覚悟を決めたシーズンとなりました。ま

東京の強豪大学と戦えるだけの力はついて

た、今年度の 4 年生は、令和元年に開催さ

きてはいますが、僅かな差で敗れるのは自

れた、いきいき茨城ゆめ国体で山梨県成年

力の差であると感じて、今後の強化の課題

男子チームがベスト 8 入賞に貢献した際の

となりました。

選手である岩田歩夢が主将、畠山竜弥が副

個人戦におきましては、11 月に千葉ポ

主将として最上級生となり、期待と勝負の

ートアリーナで開催された、全日本学生柔

一年でした。

道体重別選手権大会において 4 年生の畠山

まず、団体戦ですが 5 月に開催された関

竜弥が 100kg 級において 3 位に入賞しまし

東学生柔道優勝大会において、準決勝で筑

た。男子のトーナメントは本当にレベルが

波大学を 1-0 で破り 10 年ぶりの優勝を果

高く全国となると準決勝まで勝ち上がるの

たしました。筑波大学は全日本強化選手に

のも至難の業ですが、過酷なトーナメント

指定されている選手も多数いる名門大学で

をなんとか勝ち上がり入賞してくれまし

すが、今年度は「打倒筑波」と学生達と目

た。

標を立て、厳しい稽古を乗り越えての関東

以上、主だった大会の結果を報告させて

大会優勝は感無量でした。団体戦は 4 年生

頂きました。今年の 4 年生は岩田、畠山と

中心のチームでしたが、筑波大学戦では 3

高校時代から全国上位の実績のある二人が

年生の新垣翔二郎が勝ち、下級生の成長も

高い意識でチームを引っ張り、部員達の意

実感できたことは今後の収穫でした。

識もここ数年でガラッと変わったように感

全国大会では、6 月に開催予定であった
全日本学生柔道優勝大会が、再び新型コロ

じます。今年の関東大会を優勝するまでの
練習や、4 年生達の練習に対する姿勢な

ど、下級生達には学ぶことが多くあった一

最後になりますが、日頃より山梨学院大

年になったと思います。次年度も今年の成

学柔道部にご声援とご協力を賜り、県関係

績を超えられるよう、引き続き精進して参

者の皆様には深く御礼申し上げます

りたいと思います。

以上、令和 3 年度の結果報告とさせて頂
きます。

関東学生柔道大会優勝時の写真

令和３年度山梨県立日川高等学校柔道部
監督

標 優矢

日川高等学校は１９０１年（明治３４

徹底した感染対策の下、大会が実施されま

年）に山梨県第二中学校として創立された

した。以下に今年度の大会結果について報

旧制中学校が起源となっており、創立１２

告させていただきます。

０周年を迎える古い歴史と伝統のある学校

５月に行われた第７３回県高校総体・第

です。旧制中学校時代にも柔道部はあり、

６９回関東高校柔道大会県予選（団体）に

１９０５年（明治３８年）に柔道部が設立

て第３位となり、関東大会に出場すること

されています。その後、学制改革により、

ができました。本校は今年で通算６１回目

１９４８年（昭和２３年）に現在の山梨県

の出場になります。この関東大会出場回数

立日川高等学校となりました。現在の日川

は群馬県立前橋商業高等学校が最多の６２

高校柔道部としては１９５２年（昭和２７

回であり、それに次ぐ出場回数になってお

年）に設立されました。７０年に及ぶ歴史

ります。一昨年度には６０回出場の表彰が

のあるチームになっています。

ありました。

日川高校は、学校の教育方針として「文
武両道」を掲げています。そのような教育
方針のもと、柔道部においても勉強と部活
動の両立を目指して日々指導しています。
在校生やこれまでの卒業生の中には、高習
熟クラスに所属し学年でも上位の成績を収
めている生徒も多くいます。勉強面に力を
入れている成果もあり、ほとんどの生徒は
大学に進学しています。ここ１０年ほどの
柔道部の進学先は、山梨大学、都留文科大

６０回出場の表彰状

学、静岡大学、茨城大学、筑波大学などの

今年度は、第６９回関東高等学校柔道大

国公立大学や早稲田大学、明治大学、国学

会が山梨県甲府市小瀬スポーツ公園にて開

院大学、日本体育大学、山梨学院大学など

催されました。昨年度の関東大会が新型コ

の私立大学等、多くの４年制大学に進学し

ロナウイルスの影響で中止となりました

ています。また、大学卒業後の進路として

が、今年度は本県で無事に開催できたこと

も教員、警察官などの公務員や民間企業に

を大変嬉しく思います。日川高校は１回戦

も多く就職しており様々な方面で活躍をし

で神奈川県代表の立花学園と対戦しまし

ています。

た。結果は２－３と惜しくも敗れてしまい

昨年度は新型コロナウイルスにより多く

ました。２ポイントを取ったのは 3 年生で

の大会が中止になりました。今年度も様々

した。最後の関東大会ということもあり、

な活動が制限されることもありましたが、

非常に気持ちのこもった試合を展開してく

れていました。また１・２年生にとっても

団体戦には参加することができ、第 3 位と

今後につながる試合であったと思います。

なりました。通常は勝ち抜き戦ですが全国

６月に行われた第６９回全国高校総合体

大会が点取り戦になったことで県予選も点

育大会県予選（団体）は第３位でした。ま

取り戦で実施されました。

た個人戦では、６６ｋｇ級で 1 年生の河西
光貴、萱沼皇裕が第３位、７３ｋｇ級で３
年生の赤池舞飛が第 3 位、８１ｋｇ級で荻
野慎大が第２位、池田公一が第３位にそれ
ぞれ入賞することができました。惜しくも
インターハイへ出場することはできません
でしたが、どの試合も非常に競った内容で
した。
選手権予選（団体戦）
また今年度は、本校柔道部の OB であり
昨年度まで筑波大学柔道部の主将を務めて
いた横内晋介が教員として本校に赴任いた
しました。指導者でありながら、現役選手
として生徒ともに稽古をしております。
１２月に開催されました山梨県柔道選手
権大会兼関東柔道選手権大会県予選におき
インターハイ予選（団体戦）
１０月には第３９回県高校柔道新人大会
がありました。３年生が引退し、１・２年
生による新チームでの最初の大会になりま
す。団体戦では第２位でした。個人戦は、
６０ｋｇ級で 1 年生の葛󠄀城統椰が第 3 位、
６６ｋｇ級で 1 年生の河西光貴が第 3 位、
７３ｋｇ級で１年生のバチスタ・ブルーノ
が第 3 位、１００ｋｇ超級で 2 年生の小佐
野貴登が第 3 位でした。
新年を迎えた１月には第４４回全国高等
学校柔道選手権大会県予選が行われまし
た。本校は新型コロナウイルスの影響で個
人戦については辞退せざるおえなくなり、
非常に残念な思いでした。しかし、翌日の

ましては、大学生を中心とした多くの強豪
選手が出場している中、第２位に入賞する
ことができました。そのため、３月に群馬
県で開催されます関東柔道選手権大会兼全
日本柔道選手権大会関東地区予選に出場い
たします。高校生の模範として活躍してい
ます。
以上が今年度の主な大会実績となりま
す。山梨県の代表として、全国大会の舞台
で活躍できる選手が育成できるよう、私自
身も日々精進していきたいと思います。
結びになりますが、日頃より日川高校柔
道部への多大なるご支援とご協力を賜りま
すことに深く感謝申し上げるとともに、山
梨県柔道連盟の益々の発展を祈念いたしま
して、報告とさせていただきます。

強化の現状と今後の展望
強化委員

遠藤

秀一

2021 年度も昨年同様にコロナの影響を受け活動に制限が多くかかりました。
相次ぐ大会の延期、中止など見舞われました。練習自体も蔓延防止の観点からで
きなくなり、遠征・合宿も予定通りに行えない状況となりました。
そんな中、今年度の国体は女子が予選無しのストレート出場となり、成年男子、
少年男子が関東ブロック予選に出場しました。成年男子においては山梨学院大
学の選手が中心となり挑みました。初戦の神奈川県との対戦では２－２の内容
負けと善戦しましたが予選落ちの結果となりました。少年男子においては東海
大学付属甲府高校の選手で挑み、予選を抜け出場権をかけて戦いましたが敗退
しました。関東ブロックのレベルは非常に高く、他県の成年男子においては社会
人を中心とした強化選手レベルが多く、層の厚さを感じました。少年男子におい
ては本県の選手もレベルは高いのですが、あともう少しの差と感じました。
三重県で行われる予定の本国体は開催約 3 週間前にコロナの為中止となりまし
た。本県出場予定だった女子においては入賞の可能性があり残念な結果となり
ました。
このようなコロナ渦、強化練習の活動を制限される中、時期を見計らい遠征や合
宿を行い選手の強化に努めていただきました。監督、先生方には感謝いたします。
今後の強化として約 10 年後に開催されると思われる山梨国体に向けて強化を
していかなくてはなりません。それには現在小学生ぐらいのジュニアの強化が
必須となります。今どの競技も問題となっているのが子供の競技離れがありま
す。柔道においても同様です。
先日、全柔連の発表もありましたが全国小学生学年別大会の中止になりました。
勝利至上主義が散見され本来の柔道の良さが失われているとのことでした。若
年層においては将来どのように成長するか分かりません。子供たちを長いスパ
ンで育成していく必要があります。
今後の強化においては若年層から柔道に興味を持ってもらい、大人になるま
で続けてもらえるような環境作りが必要です。県外に出ても「ふるさと選手制度」
なども活用して国体選考会に積極的に出場してもらいたいです。あと指導者と
して山梨に戻り、柔道の発展と育成に携わってもらえるようにしていきたいと
思います。学生から社会人で山梨に残り柔道に携わっていただく方も同様です。
今後も柔道人口の増加、競技力向上できるように強化していきたいです。

国体関東ブロック大会（栃木県宇都宮市）「成年男子」

「少年男子」

【山梨県柔道連盟富士五湖支部の活動について】
富士五湖支部長 渡邊易彦
富士五湖支部は富士吉田市を中心に富士五湖地域の会員により活動しています。主には総
会や支部長会議の決定事項、連絡事項の伝達や、県柔道連盟活動への協力と柔道普及およ
び競技力のアップを、みんなで考え実践しています。具体的な活動としては春と秋に行う
支部会議、もちろん県からの伝達事項がある場合の臨時会議を行い、積極的に意見交換を
行います。また普及と競技力アップの活動については、支部内に北富士ｊｓｓ、明生館、
まるや柔道教室、孝道塾柔道場の４チームがあるので、各チームが柔道大会を主催したり、
講師を招いて柔道教室を行っており、支部会委員がみんなで協力して各行事を行います。
また富士学苑高校柔道部が全国史上２校目の３冠（選手権、金鷲旗、インターハイ）を達
成した折には、みんなで積み立てたお金を使い、監督、選手の栄養祝賀会を焼肉店で行い
ました。全国や世界で活躍する選手が身近で活躍する姿は、子供達やご父兄にも非常にか
っこよく映るようで地元から入部する選手も毎年おり、選手として活躍しております。
しかしながら、コロナウイルス感染により生活様式が一変してからやがて３年目となりま
す。
コンタクトスポーツである柔道も、ご多分に漏れず２０２２年３月現在も大幅に活動が制
限されています。
コロナ感染の収束を心から願い、子供達や選手たちが、みんなの応援を受けながら思い切
り柔道が出来ることを切に願います。
もちろんコロナ禍においても中嶌会長をはじめ県柔道連盟の皆様のご尽力により様々な行
事が遂行されておりますことに感謝申し上げます。

明生館道場
富士吉田市の東の端に位置し, 古くから郡内地域の地場産業である織物業を支えてきた伝統や伝承の
息づいている地域にある明見中学校の武道場を活動の拠点とし地域のスローガンである「明るく生き生
きと」から武道場を別名「明生館」と名付けチーム名を明生館道場としました。それまで２０数年に亘
り山梨県少年柔道界を牽引してきた大明見 JSS の発展的解消を受け継ぎ 2015 年春から再度歩み始めま
した。
現在の活動状況は基本火木土の週 3 回 2~3 時間幼年から一般まで一緒に仲良く保護者の見守る（井戸
端会議）中で稽古をしています。稽古の方針は基本を大切に明るく、楽しく、元気よくをモットーに各
自の個性を尊重し（ハンディキャップを持つこともその人の個性と捉え）文武不岐の精神を持ち永く柔
道に携わっていける人材の育成に取り組んでいます。
大明見 JSS の時代から多くの優秀な選手を輩出しておりますが特筆すべき 3 名の選手をここで紹介させ
ていただきます。

まずは皆さんもご存知の「舟久保固め」といえば冨士学苑高校から現在三井住友海上に所属、直近で
はグランドスラムパリ連覇など戦績に関してはこの紙面では書ききれませんが 24 年パリオリンピック
日本代表候補舟久保遥香 富士学苑高校監督矢嵜雄大先生をして「努力の天才」と評された遥香も忙し
い中お土産を持って来ては子供たちと稽古してくれます。そんな遥香を子供たちも大好きです。地元か
らオリンピック柔道で金メダリストが誕生することを夢見ています。
次はマッキーこと佐藤正樹 甲府工業高校からトヨタ自動車さらにはケイアイチャレンジドアスリート
チーム所属、世界聴覚障害者柔道パリ大会銀メダリスト、デフリンピック（聴覚障害者のオリンピッ
ク）日本代表候補です。幼少の頃の引っ込み思案な性格が柔道を通して幾多の試練を乗り越え逞しく成
長し、凛とした今の姿があるのも彼を支えてくださった多くの先生方のおかげであると改めて感謝して
います。現在は静岡を中心に柔道教室や講演活動などに忙しい彼ですが大会後には必ず報告に来てくれ
ます。デフリンピック金メダルを期待しています。

最後はゆたか兄こと小泉裕 小泉直道師範の長男で世界 ID 柔道大会金メダリストです。世界 ID 大会
とはスペシャルオリンピックスとも呼ばれ知的障害者のための大会で体格や障害の程度に応じていくつ
かのカテゴリーに分けられその中で安全性を考慮した特別なルールで行われます。ゆたか兄 世界連覇
しよう！！

全日本柔道連盟では現在障害者柔道の普及に注力しています。 そのなかには日本視覚障害者柔道連
盟、日本ろう者柔道協会、知的障がい者柔道振興部会などがあります。
明生館道場では誰もが柔道に親しみ、お互いを理解し尊重し合うことによって新たな柔道の輪を創っ
ていこうと考えています。
ご賛同いただける方ご協力いただける方をお待ちしております。
柔道を通して自他共栄の社会づくりを目指して
明生館道場 代表

渡辺秀樹

令和 3 年度山梨県体育功労賞受賞者
評議員（大会運営委員）
女子会監事相談役

雨宮

純（韮崎支部長）

米山吟子（甲斐市）

令和 3 年度の審判員ライセンス取得者
B ライセンス審判員 渡辺

将貴

C ライセンス審判員 横内

晋介 清井 真央 並木 玲阿 新井 風花 日根野谷 寿

横山

澄香 西尾 果連

令和 2、3 年度 B 指導員・C 指導員・準指導員合格者
B 指導員 淺川 岬太 染矢晋太郎 戸島 花菜 渡邊 洋平 出口クリスタ
標

優矢 渡辺 直也 三枝祐太朗 宮下 稜平 村松

蓮

C 指導員 鈴木 洋一 澤木 恵介 澤木 亮介 川口隼也人 小林 裕司 天野 隆太
宮下 龍樹 山科 良悟 岩田 歩夢 白菊 湧大 鈴木
松原 武幸 新垣翔二郎 荒川 尊輝 深田 裕将 表

駿

林

大地

洋希

北田 一歩

晃太 畠山 竜弥

立石 泰勝

萌 吉田 菜美 新井 風花

並木 玲阿

渕田 萌生 高橋 瑠璃 横山 澄香 西尾 果連 多田 純菜

出口ケリー

岡本 光矢 遠藤

駿 後藤 秀哉 宮下 洸椰 大山 拓実

辻

手塚 千尋 松村

嵩 米山 貴彦 米山 広彦 近藤奈津子 瀬戸口栞南

山本 景偉 土屋

俊 中込 祐介 藤田 矩明 渡辺

八木 昌耶 畝田 実成 阿部 竜弥 城
今泉 祐一 飯利 雄士 岡田

山﨑 勇輝 渡辺 辰紀
準指導員 古屋 智章

洸

鈴木

翔
葵

令和 3 年度昇段者一覧
六段

芝野 一郎（甲斐支部） 飯塚 雄之（笛吹支部）

※五段以下は次の通り（令和 3 年 4 月～令和 4 年 2 月）
五段

小林 重行 三枝裕太郎 小田切千尋

四段

宮下 稜平 三枝頌太郎 藤田 矩明 標

優矢 土屋

俊

女子四段 髙橋 瑠璃
三段

石川

守 齊藤 祐治 古瀬 尋翔 秋山 竜大 松野 夏輝

吉原 省太

新垣翔二郎 飯利 雄士 畝田 実成 松原 武幸 白菊 湧大

中島 一晟

山越 大地 前山 昌哉 林

大地 立石 泰勝

女子三段 大木 亜生 並木 玲阿 日根野谷寿 布谷 咲花 西尾 果連

横山 澄香

多田 純菜 渕田 萌生 新井 風花
二段

小林 大空 田中 孝宜 山本 航勢 伊藤 大輔 福崎 颯真

船越 皓太

遠藤

惇

加々見翔世

女子二段 福田 真子 田代 美風 並木あのん 山本 海蘭 有賀 毬琳

髙橋にいな

尊 赤池 舞飛 荻野 慎大 大橋 慎弥 森本

大森 雷刀 渡邊
川崎 愛乃 杉山
初段

大 田辺 諒也
凛

藤田 煌旗 中山 惺太 鷹埜龍之介 今井 陸斗 渡邊

天

平嶋

空

秋山 幹太 小松 直矢 三浦 滉友 小山田 空

齊藤 凱史 金山 稜英

飯高 悠人 青栁 飛来 大木 恵太 小池一之介

堀内 綾斗 山本 琉輝

外川 舜典 市川 万貴 望月 大聖 福井 杜和

三浦 海夢 松村 優吾

バチスタ フェリッペ

武藤 源輝 渡邉

森屋 青空 白須 櫂生

翔

内藤 遥輝 眞田 一輝 大林 快音 長廻 義則

西川 悠斗 遠藤 正拓

横内 山旺 中田 優統 平井 大和 秋山 大地

益子 大和 浅川 拓海

小菅 銀惺 加藤 慶也 三枝 葉琉 上田 翔太
女子初段 腰塚

鈴 三野 一花 丹沢真奈美 土橋

華 渡辺 和佳

神戸 成海

渡邊 香奈 矢野 幹奈 古屋まりな 矢崎 詩織

丹沢 美月 外川 芽生

早川 稟華 山寺 紗輝 大久保響嬉 鈴木

雫

加々美千草 髙澤 徳美

加々見弘美 白須さち子 渡邊かおる 土屋 陽花

中島 晶輝 近藤 春菜

～編集後記～
本県柔連だより第 8 号をお届けします。
一昨年 2 月から新型コロナウイルス感染症蔓延のため、県柔連は本年度も 4
月から諸行事の一部を中止いたしました。定期総会も書面開催、月次審査は、
小瀬武道館の入場規制により、一部の級のみ実施、他は書面審査としました。
昇段審査及び形講習会は三蜜を防ぎ実施し、ほぼ通年ベースの昇段推薦ができ
ました。公認指導者資格取得者の資格講習及び更新講習会はオンデマンド方式
で実施、一部実技は山梨学院大学樹徳館をお借りして実施できました。昇段、
形及び指導者資格担当の関係役員のご尽力に感謝申し上げます。
コロナ禍により県柔連だよりも昨年度は発行しませんでした。今年度は、何
とか発行できました。原稿のご協力を頂ました皆様に感謝申し上げます。
今年 3 月 6 日（日）群馬県ぐんま武道館で新型コロナウイルス感染の第 6 派
の中、群馬県柔道連盟は、無観客の制限で、アルコール消毒液設置、非接触型
体温計を用意、役員、選手、監督、コーチ、帯同選手には、マスク着用の義務
付けなど大変なご苦労の中開催された。「令和 4 年関東柔道選手権大会兼全日
本柔道選手権大会関東地区予選（男・女）」において、髙橋瑠璃選手四段（山
学大）が見事優勝し全国女子柔道選手権大会の出場を決めました。髙橋選手
は、昨年度は全日本ジュニアも世界ジュニアも優勝、今年度は全日本学生体重
別選手権大会優勝と素晴らしい結果を残しています。
これから、皇后杯全日本女子柔道選手権大会が 4 月 17 日（横浜武道館）開
催されます。2 年後のパリオリンピック代表選手を目指して、夢の舞台進出に
髙橋選手の活躍を心より応援しております。
また、令和 4 年 3 月 20 日（日）21 日（祝・月）日本武道館にて行われまし
た「第 44 回全国高等学校柔道選手権大会」において、富士学苑高校が女子団
体戦にて、第 41 回（第 42 回は中止、第 43 回は個人戦のみの開催）に続き決
勝進出（先鋒 大久保藍選手 中堅 杉山凛選手 大将 山本海蘭選手）。接
戦の末、佐賀商業高校に惜しくも敗れましたが、見事に準優勝を果たしまし
た。個人戦においても、川崎愛乃選手（無差別）が第 3 位、杉山凛選手（６３
kg）が 5 位入賞、男子も東海大甲府高校の下平清哉選手（６０kg）が 5 位入賞
と素晴らしい成績を収めて頂きました。
夏の「金鷲旗」「インターハイ」に向けて、山梨県勢の更なる活躍を県柔連
一同心より応援しております。

令和 4 年度も県柔連の事業が円滑に執行できるよう関係各位のご支援ご協力
をお願いします。
（県柔連理事長・広報普及委員会委員長
発行者：山梨県柔道連盟
委員長
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米山徳彦

河野雄一
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