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　皆さんこんにちは。平成29年度、私会長として
最後の任期となりました。
　自分なりに理想と現実の間をさまよいながら、県
柔連発展の為に役員の方々に助けていただきな
がら残す事、1年になりました。
　最後の1年、日標は柔道人口の増加・柔道の何
が良いのか、大会又講習会を通じて伝えたい。
　まずは、今年度29年の目標として形の講習並
びに練習を第1目標に上げたい。
　又、形の練習の成果を発表する大会などを企
画しては
　①形の練習
　　現実は各少年柔道教室にお母さん達が子
　供を送り迎えされている。子供を待っている間
　のお母さん達を形の練習に参加してもらう様各
　教室の先生にお願いする。
　又、父母の形の大会などを企画してはどうか。

　②現在、少年柔道大会が少し多い様に思う。
　　少年大会を年1回～2回分を全柔連より講師
　の先生方を招き、子供達又父母が参加出来る
　様な講習会を。と、少年団会長と話し合ってい
　ます。
　色 な々事をやりながら柔道人口を増やしたい。
小学生～、中学生～、高校生と、だんだん人口が
少なくなって行く現状を役員皆で考えて子供達
が小学生で習った柔道をせめて高等学校迄続
けてほしい、など色々な事を考えながら現場の意
見を聞き、子供達が柔道に興味を持ち続ける様
な企画をし父母も子供達を応援して柔道への後
押しをしてもらえる様、役員皆で考えて行きたい。
　まずは形の練習父母に取りいれて頂くように、
少年団の役員の皆さんと考えたい。
　一つでも実行出来ればと今年1年がんばります。

県柔連会長
西 　  恒  成

柔道人口増加を目指して
　　　　～形強化の実施～

2016 表　彰　

第47回全国中学校柔道大会
　個人90㎏級　第2位
　　　　　　　　　　　　　　北辰中学校　寺島　悠太

　昨年の８月17日～20
日、上越市で行われた
全国中学校柔道大会に
出場し、90㎏級で準優
勝の成績を収めること
ができました。２年生
のときは、けがのため
県予選にすら出場でき
ませんでした。そのと
きから、必ず来年はこ
の悔しさを晴らそうと
日々の練習に取り組ん
できました。そして１
年がたち、県予選、北
信越大会で優勝するこ
とができました。全中
初戦では緊張し身体が
動きませんでしたが、
徐々に調子も上がり決
勝に進むことができま

した。優勝することはできませんでしたが、４月から高校
に進学し、達成できなかった全国制覇を果たせるよう努力
します。

第47回全国中学校柔道大会
　個人52㎏級　第3位
　　　　　　　　　　　　　　笠間中学校　山﨑　朱音

　私は新潟県で行われた第47回全国中学校柔道大会に出場
しました。優勝を目指していたのですが、準決勝まできて
安心した心が油断をつくり、自分の柔道ができず悔いの残
る結果となりました。決勝を残し会場を立ち去る辛さを忘
れず、日々精進していきます。支えてくださった先生方や
応援してくださった方々に感謝しています。ありがとうご
ざいました。

第13回全国小学生学年別柔道大会
　小学5年生男子 45㎏超級　ベスト8
　　全国大会に出場して
　　　　　　　　　　　　窪田柔道倶楽部　松川　想良
　ぼくは、８月26日に三重県で行われた全国小学生学年別
大会に石川県の５年重量級の代表として出場してきました。

　試合前日に三重県サンアリーナという大きな会場で石川
県代表選手のみんなで調整練習をしました。ぼくは近所の
同級生の中でもかなり大きい方なんですが、ここには自分
より大きい選手がゴロゴロいておどろきましたが、ワクワ
クもしました。
　そして試合当日。全国大会ということで緊張するかと思
いましたが、意外と落ち着いた気持ちで試合に挑めまし
た。一回戦から三回戦まで普段練習していることを出せて
全て一本勝ちで勝ち進むことができ調子は良かったです。

　次勝てばベスト４という大事なところで抑え込まれて負
けてしまいました。とても悔しかったです。もっと強くな
りたい、もう負けたくないという気持ちでいっぱいにな
り、早く練習がしたくなりました。
　そしてどんな時でも応援してくれる家族や、いつも練習
をしてくれる仲間のみんな、柔道を教えてくれる道場の先
生方にありがとうという感謝の気持ちでいっぱいです。全
国大会でいろいろなことが学べてよかったです。
　最後に心残りなことは、いせえびが食べられなかった事
です。松阪牛はおいしかったです。

第13回全国小学生学年別柔道大会
　小学6年生女子 45㎏超級　ベスト8
　　　　　　　　　　　　鶴来坂田道場　喜多　なつみ
　私は8月26日に行われた全国小学生学年別柔道大会に石
川県代表として出場しました。昨年はベスト８だったの
で、昨年以上の成績を目指して練習しました。
　1回戦から3回戦までは順調に勝ち上がっていよいよ準々
決勝になりました。
相手は昨年の1回戦で対戦した選手でした。なかなか自分
の柔道ができなくて有効をとられて負けてしまいました。
この悔しさを忘れず中学校で日本一を目指して努力しま
す。沢山の応援ありがとうございました。

男子　90kg級　第２位　白山市立北辰中学校　寺　島　悠　太
女子　52kg級　第３位　白山市立笠間中学校　山　崎　朱　音

　２０１7年１月８日の稽古始めにて県柔道連盟「年間優秀選手賞」の
表彰が行われました。

第47回全国中学校柔道大会

稽古始め2017年稽古納め2016年
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第36回全国少年柔道大会　　　  　　　　　　　　　　　5/5　東京・講道館

第13回全国小学生学年別柔道大会石川県大会　　　  　　6/12　松任啓武館

男子個人　小学5年　45㎏級　　優勝　広瀬　大和(津幡町少年柔道教室)

　　　　　小学5年　45㎏超級　優勝　松川　想良(窪田柔道倶楽部)

　　　　　小学6年　50㎏級　　優勝　福田　悠真(鶴来坂田道場)

　　　　　小学6年　50㎏超級　優勝　南出　健槙(鶴来道場)

女子個人　小学5年　40㎏級　　優勝　山下　万葉(鶴来道場)

　　　　　小学5年　40㎏超級　優勝　林　　弘華(中能登柔道教室)

　　　　　小学6年　45㎏級　　優勝　戸澗　望愛(全日本柔道少年団七尾分団)

　　　　　小学6年　45㎏超級　優勝　喜多　なつみ(鶴来坂田道場)

第11回小学生柔道錬成石川大会 　　　　　　 7/12　石川県立武道館

団体戦１部　優勝  窪田柔道倶楽部 　　２位　柔整会柔道教室Ａ

　　　　　　３位  中能登柔道教室 　　３位　鶴来坂田道場Ａ

団体戦２部　優勝   松任柔道スポーツ少年団Ａ　　２位　開示塾

　　　　　　３位  津沢柔道スポーツ少年団　　　３位　坂井町柔道教室

団体戦３部　優勝   川口道場 　　２位　雄志館

　　　　　　３位  能美少年柔道クラブ 　　３位　高岡西条スポーツ少年団

第13回全国小学生学年別柔道大会　　　 　　　8/28　三重県営サンアリーナ

男子個人　小学5年　45㎏級　　広瀬　大和(津幡町少年柔道教室) 　2回戦敗退

　　　　　小学5年　45㎏超級　松川　想良(窪田柔道倶楽部) 　　ベスト8

　　　　　小学6年　50㎏級　　福田　悠真(鶴来坂田道場)  3回戦敗退

　　　　　小学6年　50㎏超級　南出　健槙(鶴来道場)  2回戦敗退

女子個人　小学5年　40㎏級　　山下　万葉(鶴来道場)  3回戦敗退

　　　　　小学5年　40㎏超級　林　　弘華(中能登柔道教室)  1回戦敗退

　　　　　小学6年　45㎏級　　戸澗　望愛(全日本柔道少年団七尾分団) 3回戦敗退

　　　　　小学6年　45㎏超級　喜多　なつみ(鶴来坂田道場) 　　ベスト8

第41回石川県少年柔道大会　　　　　　　　　　　11/13　石川県立武道館

団体戦１部　優勝　窪田柔道倶楽部　　２位　鶴来坂田道場

　　　　　　３位　中能登柔道教室　　３位　邑知少年柔道教室

団体戦２部　優勝　松任柔道スポーツ少年団　２位　全日本柔道少年団七尾分団

　　　　　　３位　野々市中央分団　　　　　３位　加賀聖武館少年柔道教室

団体戦３部　優勝　津幡町少年柔道教室　２位　全日本柔道少年団小松分団

　　　　　　３位　金沢西警察署 養正館　３位  北陸綜合警備少年柔道教室

個人

小学男子軽量級 優勝 扇割　星伍(坂田) 小学女子軽量級 優勝 山下　万葉(鶴来)

小学男子中量級 優勝 川端　進徳(輪島) 小学女子重量級 優勝 松永　実優(津幡)

小学男子重量級 優勝 福田　悠真(坂田) 中学生男子の部 優勝 関軒　楽生(窪田)

 中学生女子の部 優勝 山崎　笑佳(能美)

第37回全国少年柔道大会石川県予選大会　　　　　 ３/12　石川県立武道館

団体　　優勝　窪田柔道倶楽部 　　2位　犀川柔道教室

　　　　３位　邑知少年柔道教室 　　3位　中能登柔道教室

男子個人　　　　　　　　　　　　　女子個人

　小学3年　  優勝 林　諒太朗(中能登) 　小学3年　  優勝 廣江　清葉(窪田)

　小学4年　  優勝 野澤　貴哉(犀川) 　小学4年　  優勝 中村　美羽(七尾)

　小学5年　  優勝  松川　想良(窪田) 　小学5年　  優勝 林　弘華(中能登)

小学6年軽量級 優勝 戸田　雅博(坂田) 小学6年軽量級 優勝 黒木　咲冶(中能登)

小学6年中量級 優勝 髙田　晋吾(内灘町) 小学6年重量級 優勝 喜多　なつみ(坂田)

小学6年重量級 優勝 福田　悠真(坂田)

第59回石川県中学校総合体育大会 柔道競技　　  7/16～17　石川県立武道館

男子団体 優勝 高尾台中　2位 津幡中 女子団体 優勝 笠間中　　2位 松任中

　　　　 ３位 笠間中　　3位 内灘中 　　　　３位 中能登中　3位 邑知中

男子個人 女子個人

50㎏級　 優勝 笠山　侑矢（内灘中） 40㎏級　 優勝 西　あすか（笠間中）

55㎏級　 優勝 石野　旦陽（津幡中） 44㎏級　 優勝 平田　絢子（北辰中）

60㎏級　 優勝 関軒　楽生（高尾台中） 48㎏級　 優勝 河合　葉菜（松陽中）

66㎏級　 優勝 岩見　倖汰（津幡中） 52㎏級　 優勝 山﨑　朱音（笠間中）

73㎏級　 優勝 草間　康生（高尾台中） 57㎏級　 優勝 山崎　笑佳（笠間中）

81㎏級　 優勝 川崎　弘斗（高尾台中） 63㎏級　 優勝 小坂　愛美（松任中）

90㎏級　 優勝 寺島　悠太（北辰中） 70㎏級　 優勝 進地　珠奈（松任中）

90㎏超級 優勝 大橋　洸俊（七尾東部中） 70㎏超級 優勝 齋藤　綾南（笠間中）

第37回北信越中学校総合体育大会 柔道競技

　　　　　　　　　　8/4　富山県射水市　アルビス小杉総合体育センター

男子団体　３位  高尾台中学校 女子団体　３位  笠間中学校

男子個人 女子個人

55㎏級 　優勝 石野　旦陽（津幡中） 44㎏級　 ３位 平田　絢子（北辰中）

　　　  　３位 大塚　遥人（中能登中） 52㎏級　 優勝 山﨑　朱音（笠間中）

　　　 　 ３位 形屋　人実（津幡中） 57㎏級　 ３位 山出　愛結（邑知中）

60㎏級　 ３位 関軒　楽生（高尾台中） 　　　 　 ３位 山崎　笑佳（笠間中）

66㎏級　 ２位 井本　　郷（笠間中） 70㎏級　 ２位 辻　ななる（高尾台中）

　　　 　 ３位 岩見　倖汰（津幡中） 

81㎏級　 優勝 川崎　弘斗（高尾台中） 

90㎏級　 優勝 寺島　悠太（高尾台中） 

90㎏超級 ３位 大橋　洸俊（七尾東部中） 

第47回全国中学校体育大会柔道競技新潟県大会

　　　　　　　　　　   　8/17～20　新潟県上越市　リージョンプラザ上越

男子団体　高尾台中学校 女子団体　笠間中学校

男子個人 女子個人

50㎏級  笠山　侑矢（内灘中）1回戦敗退 40㎏級  西　あすか（笠間中）1回戦敗退

55㎏級  石野　旦陽（津幡中）3回戦敗退 44㎏級  平田　絢子（北辰中）2回戦敗退

60㎏級  関軒　楽生（高尾台中）2回戦敗退 48㎏級  河合　葉菜（松陽中）2回戦敗退

66㎏級  岩見　倖汰（津幡中）3回戦敗退 52㎏級  山﨑　朱音（笠間中）　　　3位

73㎏級  草間　康生（高尾台中）3回戦敗退 57㎏級  山崎　笑佳（笠間中）1回戦敗退

81㎏級  川崎　弘斗（高尾台中）3回戦敗退 63㎏級  小坂　愛美（松任中）2回戦敗退

90㎏級  寺島　悠太（北辰中）　　　2位 70㎏級  進地　珠奈（松任中）2回戦敗退

90㎏超級大橋　洸俊（七尾東部中）2回戦敗退 70㎏超級齋藤　綾南（笠間中）1回戦敗退

大会成績

〈 小 学 生 〉

〈 中 学 生 〉

団体　鶴来坂田道場
　　　　　 予選リーグ ２－１　脩柔館山内道場(福岡)
   ４－１　野木町柔道クラブ(栃木)
　　　　　  決勝リーグ １－４　雄武館山中道場(秋田)
　　　　　　　1回戦

予選リーグ（2勝・決勝トーナメントへ） 予選リーグ（1勝1敗・予選リーグ敗退）
　　　　　　３－１美瑛（北海道）  　①－１沖縄尚学（沖縄）
　　　　　　４－０岐阜西（岐阜）  　０－２下京（京都）
決勝トーナメント（５位入賞）
　１回戦　　３－１吉野（鹿児島）
　準々決勝　０－５国士舘（東京）

総務委員長　本出　正博
　平成28年度の石川県柔道連盟各種行事も､会員各位のご
協力により滞りなく終了できましたことに深く感謝申し上げま
す。
　昨年度まで、（公財）石川県体育協会の指定を受け「一貫指
導ジュニア育成事業」に取り組んでおりました。これは、小中高
を通じて一貫指導プログラムによりジュニア競技者の育成及
び指導者の養成を行い、柔道競技の一貫指導体制の基盤・拠
点作りに取り組むものです。他競技はすでに、この取り組みを
進めており競技結果を出しているところもあります。
　本県としても、北京五輪出場の金丸雄介選手、ロンドン五輪
で金・リオデジャネイロ五輪で銅メダリストの松本薫選手に続
く育成・強化を図っていきたいと思います。
　全柔連男子監督の井上康生氏の著書「改革」の中に、【「組
織は率いる人を写す鏡」と言うことがあり、リーダーが変化を
いとわず、貪欲に挑戦を続けていかなければ進化と成長はな
い】というように県柔連としても進化をしていかなければなら
ないと思っております。
今後とも、ご支援ご協力の程よろしくお願い致します。

審議委員長　福島　正俊
　平成28年度の昇段審査会は、２月26日をもって終了しまし
た。28年度の受審者は、383名で、前年度より34名の増でし
た。内訳は、初段228名、二段101名、三段30名、四段10名、五
段２名。
　平成29年４月から、講道館登録料に係る消費税を納付者
から徴収することになりました。ですから、合格手数料納入の
際、消費税分も併せてご負担をいただくことになります。
　また、初段に昇段できる最少年齢、14歳であったものが、中
学２年生に改正されます。従って、これまで14歳の誕生日を過
ぎないと受審できなかったものが、中学２年生になった５月
の審査会から受審できることになります。
　本年度も、嘉納師範が理念とした「精力善用」、「自他共栄」
の言葉を忘れず、相手を敬い、「正しく組んで一本を取る柔道」
を指導していきたいと思っています。

競技委員長　道上　寛之
　今年度も皆様のご協力のもと、県柔連主要６大会が無事終
了することができました。
　各大会に際し、広報並びに登録委員会のご協力のもとホー
ムページの活用や大会要項のメール配信等、円滑に準備、運
営を行うことができました。
　来年度の課題として社会人大会の更なる活性化です。競技
規則や運営方法を見直し、出場チームの増加を図り、柔道を
通した交流の場となる大会になるよう検討していきます。
　大会運営において至らない点が多く、何かとご迷惑をおか
けしたこととを思いますが、広くご意見を頂けたことで、今後も
円滑な大会運営が出来るよう努力していきますので、皆様の
さらなるご協力をいただきますようよろしくお願いします。

審判委員長　渡辺　直勇
　平成28年度，石川県柔道連盟主催による13大会15日間の
大会が無事終了する事が出来ました。これも偏に審判員を引
き受けて頂いた関係各位のお陰と心より御礼申し上げます。
　本年度はリオデジャネイロオリンピックが開催されました。
通常，大会終了後に大幅なルールの改正が行われています。
審判員の方々には，戸惑いが生じると思いますが，審判委員
会としても早急に審判講習会等を開催する予定でいます。ラ
イセンスに関係なく多くの方に参加して頂き，早急に新ルール

を熟知し対応して頂きたいと思います。

形委員長　上濃　達朗
　形委員会として年５回の形講習会をさせていただいており
ます。現在、初段・弐段・参段の形講習会も行っており、全５回
の講習で226名の方に受講していただきました。私自身昨季
から務めさせていただいていることもあり、不手際の部分が目
立ちましたが、滞りなく年度を終了する事ができたかと思って
おります。６月に行われている北信越形選手権でも優秀な成
績を残すことができ、石川県が北信越地区で模範となれるよう
に尽力したいと思います。今季もよろしくお願いいたします。

強化委員長（男子）　中村　　聡
　成年は、岩手県久慈市で行われた、国体に参加しました。久
慈市は、三船十段生誕地であり選手共々、試合前日に記念館
を見学し試合当日は、県柔連上田副会長、福島理事長から熱
い叱咤激励を受け、選手5名奮闘しましたが、群馬県代表に1
対2の僅差で敗れました。内容は、指導3を取りながら、尻もち
で有効と宣告される不運な面もありました。今年から、北信越
予選が導入され厳しい戦いとなるが、愛媛国体出場を目指し
努力します。
　少年は、北信越予選2位で予選通過できなかった、敗因は
一人一人のモチベーションの違いが出たように思う。今年は
県単で出場するので強化に努め得点を挙げたいと思います。

強化委員長（女子）　渡辺　涼子
　今年度も各所属の関係者の方々には多大なるご協力をい
ただきありがとうございました。北信越国体では、成年・少年と
もに残念ながら予選を勝ち上がることができませんでした。来
年度より女子のカテゴリーが１つ（5人制）となるため、成年・
少年が連携して強化を進めていくことが必要となってきます。
県内での合同練習会等を中心に個々のレベルアップをはか
り、チーム一丸となって予選突破できるよう準備をしていきた
いと考えております。来年度も引き続きご指導・ご協力のほど
よろしくお願いいたします。

指導普及委員長　川端　健司
　昨年度は皆様のご協力のもと、全事業を無事終えることが
できました。ここに深く感謝申し上げます。
　さて、一昨年度から石川県体育協会より委託されておりまし
た「一貫指導ジュニア育成事業」が昨年度完了を迎えました。
本委員会主催事業として4月および1月に小中学生を対象とし
た少年柔道教室を開催しました。「投の形」世界チャンピオン
を招聘しての形講習会等、小中学生にとってはこれまでにな
い新鮮な柔道教室を経験できたものと思います。また、指導者
の立場としてはジュニア世代の活躍の場を広げるきっかけ作
りができたのではないかと思います。
　9月には講道館講習会、12月にはC指導員養成講習会およ
びB指導員養成講習会を実施しました。アクティブラーニング
を活用した授業展開により、指導者間の意見交換や情報交換
が活発化し、積極的に学ぼうとする姿が窺え、大変意義のある
講習会となりました。
　今年度より、全ての全柔連公認指導者がポイント取得制へ
移行します。まずは制度内容の周知徹底、そして指導能力の向
上、競技人口の拡大へと繋げていけるよう、努めたいと思いま
す。今後ともご協力の程よろしくお願い申し上げます。

委員会報告
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東京では母として
挑戦

全てのプレッシャーを
背負って

松　本 　 　　薫

リオデジャネイロ  オリンピックリオデジャネイロ  オリンピック

　昨年のリオデジャネイロオリンピックではメダ
リストとして初めて臨むオリンピックでした。プレ
ッシャーや不安もありましたが、最後の３位決
定戦では一番私らしく戦う事が出来ました。それ
までは、一人で全てのプレッシャーを背負ってい
る感じがしていましたが、隼決勝戦で負けた瞬
間このままではいけないと思い無心に戻れまし
た。途中で諦めず最後まで戦えたのも応援して
くれている人がいるからです。

　またリオが終わると次は東京でのオリンピッ
クになりますが東京でなければ諦めていたかも
知れません。日本だから東京だからこそもう一
度挑戦しようと思いました。そして次は母として
の挑戦となります。年齢や母として今迄通りには
いかない事が多くあると思いますがやりもしな
いで自ら諦めたくはありません。多くの壁と見つ
め合いながら東京オリンピックへ向けて一歩ず
つ頑張りたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　平成29年３月15日

2016年10月29日に白山市総合運動公園
啓武館にて柔道教室を開催しました。

イメージ イメージ

銅メダル獲得‼銅メダル獲得‼

特 集
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石川県柔道連盟ホームページ

大会結果、イベント、昇段審査報告を掲載

HPアドレス　
    http://www.judo-ishikawa.com

　　

第11回中学生柔道錬成石川大会　　　　　12/３　松任総合運動公園柔道場

団体男子Ⅰ部 団体女子Ⅰ部

優勝 笠間中（石川県）　２位 小杉中（富山県） 優勝 東松山北中（埼玉県）２位 小杉中（富山県）

３位 内灘中（石川県） ３位 北辰中（石川県） ３位 工大付属福井中（福井県）３位 呉羽中（富山県）

団体男子Ⅱ部 団体女子Ⅱ部 

優勝 西南部中（石川県）2位 小松選抜（石川県） 優勝 加賀選抜（石川県）2位 内灘・北鳴中（石川県）

第16回石川県中学生新人柔道大会 　　　  ２/11　松任総合運動公園柔道場

男子団体 優勝 内灘中　2位 邑知中 女子団体 優勝 笠間中　　2位 鶴来中

　　　　 ３位 笠間中　3位 北辰中 　　　　 ３位 高尾台中　3位 北辰中

男子個人 女子個人

50㎏級　 優勝 山本　　立（鶴来中） 40㎏級　 優勝 岩見　紗耶（津幡中）

55㎏級　 優勝 鷲見　　陽（鶴来中） 44㎏級　 優勝 平田　絢子（北辰中）

60㎏級　 優勝 中畠　　脩（邑知中） 48㎏級　 優勝 坂田　彩里（北辰中）

66㎏級　 優勝 本田　優真（松任中） 52㎏級　 優勝 深田　涼子（中能登中）

73㎏級　 優勝 広岡　侑希（北鳴中） 57㎏級　 優勝 松任　星来（笠間中）

81㎏級　 優勝 松永蓮太郎（津幡中） 63㎏級　 優勝 東　奈留美（内灘中）

90㎏級　 優勝 山森　晴翔（中能登中） 70㎏級　 優勝 辻　ななる（高尾台中）

90㎏超級 優勝 松井　拡樹（笠間中） 

第24回石川県高等学校春季柔道大会 　　　　　　4/24　石川県立武道館

男子団体Ⅰ部　優勝 津幡A　2位 津幡B　3位 鶴来B　3位 鶴来Ａ

男子団体Ⅱ部　優勝 金沢学院　2位 小松工業　3位 鹿西　3位 穴水

女子団体　優勝 津幡B　2位 金沢学院B　３位 津幡Ａ　3位 金沢学院A

平成28年度石川県高等学校総合体育大会  柔道競技  　  　6/2～4　石川県立武道館

男子団体 優勝 津幡  2位 鶴来 女子団体 優勝 津幡  2位 金沢学院

　　　 ３位 小松大谷  3位 県立工業 　　　 ３位 金沢  3位 金沢向陽

男子個人 女子個人

60㎏級　 優勝  野村　智生（県立工業） 48㎏級　 優勝  本田　真有（金沢）

66㎏級　 優勝  若狭　智也（鶴来） 52㎏級　 優勝  北川　結姫（金沢）

73㎏級　 優勝  川崎　祥太（津幡） 57㎏級　 優勝  渕田　萌生（津幡）

81㎏級　 優勝  長原　侑矢（津幡） 63㎏級　 優勝  中出　夕子（津幡）

90㎏級　 優勝  バトオリギル（航空石川） 70㎏級　 優勝  前川菜央子（金沢学院）

100㎏級　 優勝  藤田　慶二（津幡） 78㎏級　 優勝  山本　千陽（津幡）

100㎏超級 優勝  進地　優志（津幡） 78㎏超級 優勝  河崎　美咲（津幡）

第57回北信越高等学校総合体育大会  柔道競技　　　6/18～19 長野運動公園総合体育館

男子団体　3位 鶴来 女子団体　3位 津幡

男子個人 女子個人

60㎏級　優勝  谷内　秀行（鶴来） 48㎏級　優勝  本田　真有（金沢）

73㎏級　２位  川崎　祥太（津幡） 　　　　 ２位  南　　伶奈（津幡）

81㎏級　３位  長原　侑矢（津幡） 　　　　 ３位  小林　桃香（金沢学院）

90㎏級　３位  バドオリギル（航空石川） 52㎏級　優勝  小谷磨衣子（津幡）

100㎏級　優勝  藤田　慶二（津幡） 　　　　 ３位  北川　結姫（金沢）

100㎏超級 ３位  進地　優志（津幡） 57㎏級　 ３位  松任　美空（金沢学院）

 63㎏級　 ２位  中出　夕子（津幡）

 70㎏級　 ２位  田中こころ（津幡）

 　　　　  ３位  前川菜央子（金沢学院）

 　　　　  ３位  松井那菜子（金沢）

 78㎏級　優勝  山本　千陽（津幡）

 78㎏超級 ３位  河崎　美咲（津幡）

 　　　　 ３位  前畑　鈴音（金沢学院）

第65回全国高等学校総合体育大会 柔道競技

　　　　　　　　　　　　   7/30～8/3  島根県立浜山体育館　カミアリーナ

男子団体 女子団体

男子個人 女子個人

60㎏級  野村　智生（県立工業）1回戦敗退 48㎏級  本田　真有（金沢）　2回戦敗退

66㎏級  若狭　智也（鶴来）　　　ベスト16 52㎏級  北川　結姫（金沢）　1回戦敗退

73㎏級  川崎　祥太（津幡）　1回戦敗退 57㎏級  渕田　萌生（津幡）　　ベスト16

81㎏級  長原　侑矢（津幡）　1回戦敗退 63㎏級  中出　夕子（津幡）　2回戦敗退

90㎏級  バトオリギル（航空石川）  ベスト16 70㎏級  前川菜央子（金沢学院）　ベスト16

100㎏級  藤田　慶二（津幡）　2回戦敗退 78㎏級  山本　千陽（津幡）　1回戦敗退

100㎏超級 進地　優志（津幡）　2回戦敗退 78㎏超級 河崎　美咲（津幡）　1回戦敗退

平成28年度石川県高等学校新人体育大会  柔道競技　　  11/10～12 石川県立武道館

男子団体 女子団体

男子個人 女子個人

60㎏級　 優勝 車多龍太郎（金沢泉丘） 48㎏級　 優勝 南　　伶奈（津幡）

66㎏級　 優勝 若狭　智也（鶴来） 52㎏級　 優勝 佐々木郁美（金沢学院）

73㎏級　 優勝 川村　竜輝（県立工業） 57㎏級　 優勝 岡本　朋花（金沢学院）

81㎏級　 優勝 山口　佳祐（津幡） 63㎏級　 優勝 田中こころ（津幡）

90㎏級　 優勝 長原　侑矢（津幡） 70㎏級　 優勝 安達　未祐（金沢学院）

100㎏級　 優勝 藤田　慶二（津幡） 78㎏級　 優勝 山本　千陽（津幡）

100㎏超級 優勝 進地　優志（津幡） 78㎏超級 優勝 河崎　美咲（津幡）

第39回全国高等学校柔道選手権大会石川県大会　1/21～22　石川県立武道館

男子団体 女子団体

男子個人  女子個人

60㎏級　優勝   西　　大和（金沢泉丘） 48㎏級　優勝   南　　伶奈（津幡）

66㎏級　優勝   若狭　智也（鶴来） 52㎏級　優勝   佐々木郁美（金沢学院）

73㎏級　優勝   川村　竜輝（県立工業） 57㎏級　優勝   渕田　萌生（津幡）

81㎏級　優勝   長原　侑矢（津幡） 63㎏級　優勝   前川菜央子（金沢学院）

無差別級　優勝   藤田　慶二（津幡） 無差別級　優勝   山本　千陽（津幡）

第39回全国高等学校柔道選手権大会　　　　　3/19・20　東京・日本武道館

男子団体　津幡 女子団体　津幡

　1回戦　１人残し勝　近江高校（滋賀県） ２回戦  1－1 代表戦負　鶯谷高校（岐阜県）

　2回戦　２人残し負　延岡学園（宮崎県）

男子個人 女子個人

60㎏級  西　　大和（金沢泉丘）１回戦敗退 48㎏級  南　　伶奈（津幡）　　　ベスト16

66㎏級  若狭　智也（鶴来）　　　　　３位 52㎏級  佐々木郁美（金沢学院） ベスト16

73㎏級  川村　竜輝（県立工業）１回戦敗退 57㎏級  渕田　萌生（津幡）　　　ベスト16

81㎏級  長原　侑矢（津幡）　　２回戦敗退 63㎏級  前川菜央子（金沢学院）１回戦敗退

無差別級  藤田　慶二（津幡）　１回戦敗退 無差別級  山本　千陽（津幡）　２回戦敗退

第65回北信越学生柔道優勝大会
第25回北信越学生女子柔道優勝大会　　　　　　　5/15　石川県立武道館

男子団体  女子団体 

優勝 北陸大学　２位 金沢学院大学 優勝　金沢学院大学

３位 福井工業大学 

第33回北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会
第26回北國杯北信越女子学生柔道体重別選手権大会　　　　　　9/3　高岡武道館

男子個人 100㎏超級 ２位 福井　悠太（金沢学院大）

60㎏級 優勝 谷内　晴柾（北陸大） 　　　 ３位 才木朝亥寿（金沢学院大）

　　　 ２位 和久津拓馬（金沢学院大） 　　　 ３位 千代田翔梧（北陸大）

　　　 ３位 田沼　拓也（金沢学院大） 女子個人

66㎏級 優勝 元村　　優（金沢学院大） 48㎏級 優勝 篠邨　真希（金沢学院大）

　　　  ３位 廣岡　裕也（金沢工業大） 52㎏級 優勝 柳光　真麻（金沢学院大）

73㎏級 優勝 佐藤　大地（北陸大） 　　　 ２位 柳　　海音（金沢学院大）

　　　 ２位 長野章太郎（北陸大） 57㎏級 優勝 野村ひかり（金沢学院大）

　　　 ３位 長原　諄弥（北陸大） 　　　 ２位 松下　沙都（金沢学院大）

81㎏級 優勝 塵濱　健吾（北陸大） 63㎏級 優勝 遠藤　優衣（金沢学院大）

　　　 ２位 高橋　　慧（北陸大） 　　　 ３位 宇野　沙織（金沢学院大）

　　　 ３位 道場真之介（金沢学院大） 70㎏級 優勝 橋高　朱里（金沢学院大）

90㎏級 ２位 小野寺　絃（金沢学院大） 　　　 ２位 春藤　美和（金沢学院大）

　　　 ３位 松原　　誠（金沢学院大） 　　　 ３位 滝下　歓菜（金沢学院大）

　　　 ３位 上村　丈人（北陸大） 78㎏級 優勝 黒坂　麻樹（金沢学院大）

100㎏級 優勝 須田　晃人（金沢学院大） 　　　 ２位 清水　美緒（金沢学院大）

　　　 ３位 今城　弘貴（金沢学院大） 　　　 ３位 松田なみき（金沢学院大）

　　　 ３位 黒崎　皓介（金沢学院大） 78㎏超級 優勝 渡辺　心実（金沢学院大）

第18回北信越学生柔道体重別団体優勝大会　　　　　　　9/4　高岡武道館

男子　優勝  金沢学院大  2位  北陸大 女子　優勝　金沢学院大

　　　３位  金沢大

平成28年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会（男子18回・女子8回）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10/29～30　ベイコム総合体育館

男子　北陸大学　　　　　　1回戦負け 女子　金沢学院大学　　　　　ベスト8

　　　金沢学院大学　　　　1回戦負け

第13回湊谷杯全国学生柔道体重別選手権大会 　　　　　　    11/19　啓武館

男子個人A 男子個人B

60㎏級 優勝 田沼　拓也（金沢学院大） 軽量級 　優勝 坂井　　迅（金沢工業大）

　　　 ３位 重野　颯人（拓殖大学） 無差別級 ２位 佐々木翔吾（北陸大学）

66㎏級 ２位 元村　　優（金沢学院大） 　　　　 ３位 谷本　晃裕（北陸大学）

　　　  ３位 道谷　直樹（金沢大学） 女子個人

73㎏級 優勝 山崎寿希也（金沢学院大） 70㎏級 優勝 橋高　朱里（金沢学院大）

100㎏超級 ２位 鈴木　梢太（金沢学院大） 　　　 ２位 春藤　美和（金沢学院大）

 78㎏級 ２位 松田なみき（金沢学院大）

 78㎏超級 優勝 渡辺　心実（金沢学院大）

 

平成28年度石川県男女ジュニア柔道体重別選手権大会　5/８　石川県立武道館

男子個人 女子個人

55㎏級　 優勝 大岡　京聖（津幡高校） 44㎏級　優勝 杉原　葉月（金沢学院大学）

60㎏級　 優勝 谷内　秀行（鶴来高校） 48㎏級　優勝 本田　真有（金沢高校）

66㎏級　 優勝 元村　　優（金沢学院大学） 52㎏級　優勝 柳　　海音（金沢学院大学）

73㎏級　 優勝 山崎寿希也（金沢学院大学） 57㎏級　優勝 松下　沙都（金沢学院大学）

81㎏級　 優勝 松原　　誠（金沢学院大学） 63㎏級　優勝 南出亜佳里（金沢学院高校）

90㎏級　 優勝 須田　晃人（金沢学院大学） 70㎏級　優勝 前川菜央子（金沢学院高校）

100㎏級　 優勝 藤田　慶二（津幡高校） 78㎏級　優勝 松田なみき（金沢学院大学）

100㎏超級 優勝 田村　優亘（北陸大学） 78㎏超級優勝 渡辺　心実（金沢学院大学）

第53回石川県体重別柔道選手権大会　　　　　  　　  5/29　石川県立武道館

男子個人 81㎏級　優勝 藤田　武志（石川県警察）

60㎏級　優勝 木村　信也（北陸綜合警備保障） 90㎏級　優勝 宮崎　　士（石川県警察）

66㎏級　優勝 村本　大樹（石川県警察） 100㎏級　優勝 新川　誓吾（石川県警察）

73㎏級　優勝 佐藤　大地（北陸大学） 100㎏超級 優勝 中田　　望（石川県警察）

第71回国民体育大会柔道競技出場選手選考会　　　　 7/3　石川県立武道館

成年男子 成年女子

60㎏級　優勝 村本　大樹（石川県警察） 52㎏級　優勝 高木　実夏（金沢学院大学）

73㎏級　優勝 佐藤　大地（北陸大学） 70㎏級　優勝 春藤　美和（金沢学院大学）

90㎏級　優勝 藤田　武志（石川県警察） 無差別級 優勝 黒坂　麻樹（金沢学院大学）

無差別級 優勝 松山御勇大（金沢向陽高教員）

平成28年度北信越男女ジュニア柔道体重別選手権大会　　7/10　富山県立山町武道館

男子個人 女子個人

55㎏級　２位 大岡　京聖（津幡高校） 44㎏級　２位 杉原　葉月（金沢学院大学）

60㎏級　優勝 谷内　秀行（鶴来高校） 48㎏級　優勝 本田　真有（金沢高校）

66㎏級　２位 元村　　優（金沢学院大学） 52㎏級　優勝 柳　　海音（金沢学院大学）

73㎏級　２位 山崎寿希也（金沢学院大学） 57㎏級　優勝 松下　沙都（金沢学院大学）

81㎏級　２位 松原　　誠（金沢学院大学） 70㎏級　２位 前川菜央子（金沢学院高校）

90㎏級　優勝 須田　晃人（金沢学院大学） 78㎏級　優勝 松田なみき（金沢学院大学）

100㎏級　優勝 藤田　慶二（津幡高校） 78㎏超級 優勝 渡辺　心実（金沢学院大学）

第41回全国教員柔道大会　　　　　　　　　　　　　　  　　8/６　講道館

2回戦　　石川県　１－４　宮城県

第37回北信越国民体育大会　　　　　8/20～21　長野運動公園総合体育館

少年男子　２位　　少年女子　２位　　成年女子　３位

第44回石川県社会人柔道大会　　　　　　　　　　10/2　石川県立武道館

団体Ⅰ部　優勝　金沢刑務所B　  　  　2位　北陸綜合警備保障A

　　　　　３位　本多の森　　　　  　3位　いなば生花店Ａ

団体Ⅱ部　優勝　北陸綜合警備保障B　2位　金沢高校柔道部OBクラブＡ

第71回国民体育大会柔道競技会　　　  10/８～10　岩手県久慈市民体育館

成年男子　　　1回戦　  石川１－２群馬県

平成28年度石川県段別柔道選手権大会　　　　　　11/27　石川県立武道館

段外の部 優勝 磯辺　優陽（津幡高校） 参段の部 優勝 宮崎　　士（石川県警察）

初段の部 優勝 須田　晃人（金沢学院大学） 四段の部 優勝 三井　亮祐（石川県警察）

弐段の部 優勝 松原　　誠（金沢学院大学） 

平成28年度石川県柔道選手権大会
平成28年度石川県女子柔道選手権大会　　　　　　　　　1/29　石川県立武道館

男子個人 女子個人

　優勝　北山　　彰（龍谷大学） 　優勝　春藤　美和（金沢学院大学）

　２位　三井　亮祐（石川県警察） 　２位　黒坂　麻樹（金沢学院大学）

　３位　北村　和也（金沢刑務所） 　３位　渡辺　心実（金沢学院大学）

　３位　今井　　亨（石川県警察） 　３位　清水　美緒（金沢学院大学）

津幡　　２回戦敗退
　２回戦　津幡 ２－３ 大牟田（福岡）

津幡　　１回戦敗退
　１回戦　津幡０－３八千代（千葉）

優勝　津幡 　　　2位　鶴来 優勝　津幡 　　　2位　金沢学院
３位　県立工業 　3位　金沢 ３位　小松大谷 　3位　金沢

優勝　津幡 　　　2位　鶴来 優勝　津幡 　　　2位　金沢
３位　県立工業 　3位　小松大谷 ３位　小松大谷 　3位　金沢学院
最優秀選手　長原　雄大（津幡） 最優秀選手　渕田　萌生（津幡）
優秀選手　　布目　王雅（津幡） 優秀選手　　大和田理楠（金沢）
　　　　　　庄源　理樹（鶴来） 　　　　　　藤岡　七海（小松大谷）
　　　　　　黒澤　敬太（県立工業） 　　　　　　佐々木郁美（金沢学院）
　　　　　　新木　唯斗（小松大谷）
敢闘賞　　　大門　諒太（羽咋工業）
　　　　　　高橋　諒弥（金沢泉丘）

〈 中 学 生 〉

〈 高 校 生 〉

〈 大 学 生 〉

〈 一 般 〉


