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【３回戦】☆県下柔道指導者研修会および錬成会
本年度から全国小学生学年別柔道大会が， 福井 ２ － １ 鹿児島

「行き過ぎた勝利至上主義が散見され，心身 宮田 反則勝ち ◯ 竪山
の発達途上にあり，事理弁別の能力ない小学 竹内 ◯ 不戦勝
生が勝利至上主義に陥ることは，好ましくな 伊藤 ◯ 優勢 吉野
い 」という理由で廃止されることになった 古場 引き分け 中西。
ことから，本県では，少年柔道のあり方を再 近藤 引き分け 上林山
考するいい機会ととらえ，県大会を予定して

☆国体九州ブロック大会いた６月２５日（土）に，西原商会アリーナ
武道場で，県内から１６チームの選手と指導 国体の九州ブロック大会が，８月２０日
者･保護者約２００名が参加して，少年柔道 （土 ，熊本県山鹿市山鹿市総合体育館で行）
に関しての研修会および錬成会を実施しまし われました。本年度は，少年男子と女子の２
た。 部門で国体の出場権獲得（女子は１～４位，
始めに全体で安全指導を行い，その後，分 少年男子は１～３位が九州地区代表）を目指

科会として 柔心館道場西郷昌隆館長による し大会に挑みました。(成年男子は予選なし)， ，
指導者・保護者のマナーについての講話と光 少年男子は，予選リーグで宮崎，沖縄，大
武館内村純博館長による実技指導 基本動作 分に敗れ，３敗となり本戦出場できませんで（ ）
を受けました。 した。女子は，佐賀，大分，長崎に敗れ，３
この研修をきっかけとして，今後は，勝ち 敗となり本戦出場できませんでした。

負けにとらわれず，柔道の基本に立ち返った
試合が展開されることを期待します。 【少年男子】

先鋒 加藤 匠（明桜館）

次鋒 兒玉鼓太郎（鹿児島情報）☆栃木国体
栃木国体柔道競技が，１０月８日（土 ， 中堅 田下 誠（鹿児島実業））

栃木県ユウケイ武道館で開催されました。本 副将 長友 洸樹（鹿児島情報）
県からは 成年男子が出場しました 結果は 大将 吉川 巧真（明桜館）， 。 ，
２回戦から出場し 北海道に２－１で勝利し 監督 田原 幸一（明桜館高教）， ，
続く３回戦は，福井に２－１で敗れ，ベスト 【女子】
８進出はできませんでした。 先鋒 宮里 望美（鹿児島南）

次鋒 川畑 芽生（帝京科学大学）
【成年男子】 中堅 鳥越小有希（鹿児島南）

先鋒 竪山 将（パーク２４） 副将 岩佐 思花（国分中央）
次鋒 松永 諒人（鹿屋体育大学） 大将 田中 美佐（鹿屋体育大学）
中堅 吉野 弘人（戸高鉱業） 監督 吉村 智之（国分中央高教）
副将 中西 将太（鹿児島県警察）
大将 上林山勇斗（鹿児島県警察）

《 郷土選手の活躍 》監督 福元 雅一（鹿児島県警察）
本県出身の選手が，全国大会や国際大会で

【２回戦】 活躍し，上位入賞しました。選手の皆さん，
鹿児島 ２ － １ 北海道 おめでとうございます。

竪山 ◯ 反則勝ち 西野
・全日本柔道形競技大会不戦勝 ◯ 大道

吉野 ◯ 優勢 安達 ６月１１日（土） 講道館大道場
中西 引き分け 加藤 「投の形」
上林山 引き分け 小竹 受：山野 修，取：古賀 陽佑 ６位
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・グランドスラム・ハンガリー ・全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
ブダペスト ７月８日～１０日 ９月１１日（日）埼玉県立武道館

◇女子７８㎏級 ◇男子８１ｋｇ級
濵田 尚里（自衛隊体育学校）３位 中村 絢（鹿屋体育大学）２回戦敗退

◇男子９０ｋｇ級
中川 晃希（鹿屋体育大学）３回戦敗退・九州ジュニア柔道体重別選手権大会

７月３日（日） 福岡武道館 ◇女子４８ｋｇ級
◇６０ｋｇ級 原田菜々子（鹿屋体育大学）３回戦敗退

前田 竜輔（鹿屋体育大学） ３位 ◇女子５７ｋｇ級
◇８１ｋｇ級 中田 舞（鹿児島南高校） ５位入賞

中村 絢（鹿屋体育大学） １位
・マルちゃん杯全日本少年柔道大会◇９０ｋｇ級

中川 晃希（鹿屋体育大学） １位 ９月１８日（日）東京武道館 大武道場
◇１００ｋｇ超 第３７回マルちゃん杯九州少年柔道大会

小川 琢摩（鹿屋体育大学） ３位 が，６月１２日に佐賀県で開催され，その結
果，小学生の部で柔心館道場が準優勝，中学
生男子の部で５位入賞を果たし，２部門で全・九州女子ジュニア柔道体重別選手権大会

７月３日（日） 福岡武道館 国大会への出場権を得ました。
◇４８ｋｇ 全国大会は，９月１８日（日）に東京武道

原田菜々子（鹿屋体育大学） １位 館大武道場で開催されました。
◇５２ｋｇ ◇全国大会結果

三井 咲花（国分中央高校） ３位 【小学生の部】
◇５７ｋｇ １回戦 柔心館道場 ２－② 済美館(大阪府)

中田 舞（鹿児島南高校） ２位
この九州ジュニア選手権大会は，九州各県 【中学生男子の部】

から選ばれた２０歳以下の大学生，高校生， １回戦 柔心館道場 １－① 金目(神奈川県)
社会人が出場する大会で，各階級２位までが

・全日本学生柔道体重別選手権大会９月に行われる全日本ジュニア体重別選手権
の出場権を得ました。 １０月１日（土）～２日（土）日本武道館

【男子】
◇６０ｋｇ級・九州中学校柔道大会

８月５日（金）～７日（日） 吉本 聖那（鹿屋体育大学）２回戦敗退
福岡県久留米アリーナ ◇６６ｋｇ級

【男子個人】 山口 愛斗（鹿屋体育大学）１回戦敗退
◇５５ｋｇ級 柴田 渚（鹿屋体育大学）２回戦敗退
２位 原田亜莉斗（鹿屋東中学校） 立石 倫大（日本大学） 準々決勝敗退

◇９０ｋｇ超級 幸田 朗（帝京科学大学）３回戦敗退
３位 外園 海晴（鹿屋東中学校） 小野澤暢大（鹿屋体育大学）１回戦敗退

【女子個人】 ◇７３ｋｇ級
◇４８ｋｇ級 内村 秀資（東海大学） ２回戦敗退
２位 法島 驍（金久中学校） 岡元美乃合（東海大学） １回戦敗退

◇５２ｋｇ級 ◇８１ｋｇ級
３位 丸田 美海（宇都中学校） 山口 良太（鹿屋体育大学）１回戦敗退

◇５７ｋｇ級 中村 絢（鹿屋体育大学）１回戦敗退
１位 岡元 遥樺（財部中学校） ◇１００ｋｇ級
３位 山﨑 柚（舞鶴中学校） 田中 航太（筑波大学） 準々決勝敗退

尾上 進介（鹿屋体育大学）２回戦敗退
◇１００ｋｇ超級・全国中学校柔道大会

８月２２日（月）～２５日（木） 実 錬真（福岡大学） １回戦敗退
福島県須賀川アリーナ 野田 隆世（鹿屋体育大学）１回戦敗退

【女子個人】
◇５２ｋｇ級
３位 丸田 美海（宇都中学校）
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【女子】 ◇７３ｋｇ級
◇４８ｋｇ級 １位 清水 健伸（坊津学園）

城戸 鼓夢（鹿屋体育大学）１回戦敗退 ２位 上内侍瑠稀（高山中学校）
原田菜々子（鹿屋体育大学）１回戦敗退 ◇８１ｋｇ級

◇５２ｋｇ級 １位 山田 日向（吉野中学校）
塔本 愛夏（鹿屋体育大学）１回戦敗退 ２位 堀ノ江流聖（武中学校）
須田 菜月（鹿屋体育大学）１回戦敗退 ◇９０ｋｇ級
中馬 梨歩（龍谷大学） １回戦敗退 １位 塗木 達人（財部中学校）

◇７０ｋｇ級 ２位 濵之上晴純（三笠中学校）
嶋田沙緒里（筑波大学） １回戦敗退 ◇９０ｋｇ超級
尾潟 和希（鹿屋体育大学）３回戦敗退 １位 外園 海晴（鹿屋東中学校）

◇７８ｋｇ級 ２位 德永 丈（中種子中学校）
田中 美佐（鹿屋体育大学）２回戦敗退
西橋 倫加（桐蔭横浜大学）１回戦敗退 【女子個人】

◇４０ｋｇ級
１位 山田 葵（吉野中学校）

２位 黒葛 彩々（吹上中学校）《 》各種大会の成績(６月～１０月)
※ コロナ感染拡大防止のため，以下の大会 ◇４４ｋｇ級
は中止としました。 １位 福 佳莉奈（中種子中学校）

・県スポーツ少年団競技別交歓大会 ２位 岩元侑莉亜（金久中学校）
８月６日(土) 県総合体育 武道館 ◇４８ｋｇ級センター

・第７５回県民体育大会柔道競技 １位 法島 驍（金久中学校）
９月１８日(日) 鹿屋市武道館 ２位 西 優月（帖佐中学校）

◇５２ｋｇ級

１位 丸田 美海（宇都中学校）・県中学総体
７月２６日～２７日 サンアリーナ川内 ２位 牧内 らな（阿久根中学校）

◇５７ｋｇ級
【男子団体】 １位 岡元 遥樺（財部中学校）
１位 鹿屋東中学校 ２位 山﨑 柚（舞鶴中学校）
２位 川内中央中学校 ◇６３ｋｇ級
３位 吉野中学校 １位 福﨑 夢（伊敷中学校）
４位 中種子中学校 ２位 石原 南音（里中学校）

◇７０ｋｇ級
【女子団体】 １位 鮫島 実柚（財部中学校）
１位 舞鶴中学校 ２位 高森 樹里（古仁屋中学校）
２位 加治木中学校 ◇７０ｋｇ超級
３位 金久中学校 １位 松元 華凛（舞鶴中学校）
４位 国分中学校 ２位 山元 夏姫（加治木中学校）

【編集後記】【男子個人】
◇５０ｋｇ級 新型コロナウイルス感染症の影響により延
１位 冨森力魂斗（隼人中学校） 期された「燃ゆる感動かごしま国体」は，い
２位 村山 和葉（吉野中学校） よいよ来年，特別国民体育大会として開催さ

◇５５ｋｇ級 れます。本県柔道会では，県外への遠征など
１位 原田亜莉斗（鹿屋東中学校） で強化した実力を発揮し，悲願の国体総合優
２位 吉村 誠心（国分中学校） 勝を勝ち取るべく，準備を整えています。

◇６０ｋｇ級 これまで強化などに携わった皆様ととも
１位 濵田 遥樹（鹿屋東中学校） に，悲願達成をめざす各指導者，選手たちの
２位 宮地粋瑠大（姶良中学校） 活躍を応援します。

（ ）◇６６ｋｇ級 文責：田島
１位 岩重 明空（鹿屋東中学校）
２位 西ノ原藍斗（川内中央中学校）


