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鹿児島県柔道会だより
コロナ禍での☆ 年頭所感

令和５年を迎え謹んで年 実施で規模を縮

始のご挨拶を申し上げます 小しての稽古納。

昨年も，新型コロナウイ め式ではありま

ルスの感染が収まらない中 したが，厳かに，

年間の行事予定も中止や無観客での大会開催な 令和４年の行事

ど，コロナに翻弄された一年でしたが，皆様方 を終了しました。

のご協力の下，柔道会も無事新年を迎えること

ができました。感謝申し上げます。

☆ 稽古始め式県柔道会では 「教育柔道」の普及と「武の、

１月７日（土） 県柔道会館国薩摩」復活を目指した競技力向上の２点を最

。 ，重点課題として推進しております。 令和５年の稽古始めが行われました 今回も

「教育柔道」面では 「薩摩柔道ルネッサン コロナ感染拡大予防のため，参加人数を制限し，

ス」宣言が浸透し，柔道を通じた人間づくりが ての実施でした。

定着しつつあると思っております。 始めに北哲郎会長から 「今年，鹿児島県柔，

競技力向上については，今年は，コロナ禍の 道会としては『決戦の年』と位置づけて，１０

影響により，延期になっていました「燃ゆる感 月の鹿児島国体に向けて，コロナ禍の中，防止

動かごしま国体」が開催されます。柔道会とし 策を十分とりながら，すべての大会をリハーサ

ましては 「２０２０国体」が延期になった関 ル大会として実施し，国体の成功を期して臨み，

係で県全体の盛り上がりも若干希薄になってい たので皆様のご協力をお願いしたい 」との新。

るのではと危惧しておりますが，今年は「決戦 年のあいさつがありました。

の年」として位置づけ，国体の成功に向け「オ 続いて，野田敦史５段（鹿児島県警）の指揮

ール鹿児島」で士気を鼓舞し県全体で取り組む のもと，県警機動隊員と明桜館高校・鹿児島情

決意です。 報高校両校柔道部員合わせて４０名で本立ち形

最後になりましたが，今年も一層のご支援を 式での乱取り稽古に汗を流しました。

賜りますようお願い申し上げますと共に，皆様 例年，最後に行われる鏡開きでのぜんざい会

， ，にとりまして，実り大きな一年となりますよう は コロナ感染予防のため中止になりましたが

お祈り申し上げます。 参加者は，皆，今年１年のやる気を新たにして

稽古始めを終了しました。

☆ 稽古納め式
１２月２４日（土） 県柔道会館

稽古納め式が，午後２時から柔道会役員と機

動隊柔道部が参加する中行われました。

会長訓示では 「今年１年コロナ禍のなか，，

役員をはじめ皆さんの協力のおかげで今日の稽

古納めを迎えることができた 」とのあいさつ。

され，１年間の業務などの総括の後 「来年の，

２０２３国体の成功を期すべく取り組んでいき

たい 」と締めくくられました。。

続いて，横峯亨五段（鹿児島実業高中教）と

野田敦史５段（鹿児島県警）による「講道館護

身術」が披露されました。
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【男子個人】「柔道ＭＩＮＤ」キャッチフレーズ

◇６０㎏級

県中学校柔道強化指導部では，毎年 「柔道 １位 久木野隼矢 （鹿児島実業高校），

ＭＩＮＤ」についてのキャッチフレーズを県内 ２位 粂 杏平 （明桜館高校）

各中学校の柔道部員から募集し，その中から３ ◇６６㎏級

点の優秀作品を選定しています。 １位 黒木 聡真 （鹿児島情報高校）

今回選定された優秀作品を紹介します。 ２位 下野 凌雅 （明桜館高校）

☆ 令和５年度標語採用作品 ◇７３㎏級

◎ 一礼で 世界をつなぐ 夢一歩 １位 尾堂康一朗 （鹿児島実業高校）

野田中学校 宮脇 知暉 ２位 小山田凰太 （鹿児島情報高校）

◎ 柔道は 優しい心 学ぶ場所 ◇８１㎏級

松元中学校 竹谷 玲音 １位 中薗 勇輝 （鹿児島情報高校）

◎ 柔の道 心技体が 合言葉 ２位 山口 大佑 （鹿児島実業高校）

谷山中学校 吉村 心希 ◇９０㎏級

☆ 令和６年度標語採用作品 １位 田下 誠 （鹿児島実業高校）

◎ 一本は 技と心の 組み合わせ ２位 石原立樹也 （鹿児島情報高校）

高山中学校 一松 陸 ◇１００㎏級

◎ 大切に 学んだ力を 行動へ １位 天達 朝日 （明桜館高校）

吉野中学校 二宮 琉樹 ２位 大野 佑真 （鹿児島情報高校）

◎ 柔道で 心も体も 鍛えぬく ◇１００㎏超級

谷山中学校 上村 拓暉 １位 吉川 巧真 （明桜館高校）

※「柔道ＭＩＮＤ」キャッチフレーズ ２位 宮脇 舷暉 （明桜館高校）

礼節を重んじマナーの良い柔道愛好者を一人

県高等学校新人女子柔道競技大会でも多く輩出するために 「友情，夢，挑戦，， 第３７回

敬愛，礼節」をテーマとして，中学生を対象に １０月２７日（木）～２８日（金）

募集している標語。 西原商会アリーナ・サブアリーナ

【女子団体】

１位 国分中央高校 ※２年ぶり５回目《 郷土選手の活躍 》
本県出身の選手の活躍を紹介します。 ２位 鹿児島南高校

３位 鹿児島情報高校

４位 鳳凰高校柔道グランドスラム東京２０２２

１２月３日～４日（日） 東京体育館 ※３位までは高校九州新人大会の出場権を獲得

◇女子７８㎏級

１位 髙山 莉加（三井住友海上） 【女子個人】

２位 濵田 尚里（自衛隊体育学校） ◇４８㎏級

１位 岩元 夢優 （国分中央高校）

２位 宮久保瑠碧 （国分中央高校）《各種大会の成績(１０月～１月)》
◇５２㎏級

１位 根本もえな （国分中央高校）第７０回県高等学校新人柔道競技大会

１０月２７日（木）～２８日（金） ２位 鈴木 麻朝 （鹿児島南高校）

西原商会アリーナ・サブアリーナ ◇５７㎏級

【男子団体】 １位 東郷 紅葉 （国分中央高校）

１位 明桜館高校 ※６年ぶり４回目 ２位 水口 遥 （鹿児島実業）

２位 鹿児島情報高校 ◇６３㎏級

３位 鹿児島実業高校 １位 瀧川 七花 （鹿児島南高校）

４位 鹿児島工業高校 ２位 平 愛菜美 （国分中央高校）

※４位までは九州高校新人大会の出場権を獲得
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◇７０㎏級 ◇９０ｋｇ級

１位 久保 まこ （国分中央高校） １位 坂井 陽翔 （伊敷中学校）

２位 吉永 結菜 （鹿児島南高校） ２位 馬場 瑛大 （里中学校）

◇７８㎏級 ◇９０ｋｇ超級

１位 福山 琴子 （国分中央高校） １位 塗木 達人 （財部中学校）

２位 東大薗綺乃 （れいめい高校） ２位 宮脇 知暉 （野田中学校）

◇７８㎏超級

１位 松元 愛奈 （鹿児島南高校） 【女子個人】

２位 川地 智 （鹿児島情報高校） ◇４０ｋｇ級・４４ｋｇ級

１位 福佳 莉奈 （中種子中学校）

２位 青木 夢来 （重富中学校）第２６回九州高等学校新人柔道大会

１１月１９日～２０日 沖縄県立武道館 ◇４８ｋｇ級

【男子個人】 １位 山田 真咲 （南種子中学校）

◇９０㎏級 ２位 津曲 唯香 （高山中学校）

３位 田下 誠 （鹿児島実業高校） ◇５２ｋｇ級

◇１００㎏級 １位 吉村 真心 （国分中学校）

３位 天達 朝日 （明桜館高校） ２位 鈴木 結花 （種子島中学校）

【女子個人】 ◇５７ｋｇ級

◇５７㎏級 １位 前田 海来 （北中学校）

３位 東郷 紅葉 （国分中央高校） ２位 吉元 芯 （種子島中学校）

◇６３㎏級 ◇６３ｋｇ級

２位 瀧川 七花 （鹿児島南高校） １位 鮫島 実柚 （財部中学校）

◇７８㎏級 ２位 作井 心 （国分中学校）

３位 福山 琴子 （国分中央高校） ◇７０ｋｇ級・７０ｋｇ超級

１位 高森 樹里 （古仁屋中学校）

２位 増山 椛暖 （加治木中学校）第１０回 鹿児島県中学校体重別新人柔道大会

（ ）１１月２３日 水・祝

第６３回鹿児島県高等学校柔道選手権大会西原商会アリーナ ２Ｆ武道場

（第４５回全国高等学校柔道選手権大会鹿児島県予選）【男子個人】

（ ） （ ）◇５０ｋｇ級 １月２１日 土 ～２２日 日

１位 鳥越 千慈 （川辺中学校） 西原商会アリーナ サブアリーナ

２位 中薗 辰明 （川辺中学校） 【男子団体】

◇５５ｋｇ級 １位 鹿児島情報高校 ７大会連続１０回目

１位 鳥原 健 （加治木中学校） ２位 明桜館高校

２位 野中 政獅 （金峰中学校） ３位 鹿児島商業高校

◇６０ｋｇ級 ３位 鹿児島実業高校

１位 五反田瑠聖 （川辺中学校） ※１位は３月２１日（火祝）に日本武道館で開

２位 川畑 楽翔 （財部中学校） 催される全国大会に鹿児島県代表として出場

◇６６ｋｇ級 する。

１位 浦門 大雅 （帖佐中学校）

２位 大重祐之信 （出水中学校） 【女子団体】

◇７３ｋｇ級 １位 国分中央高校 ３大会ぶり３回目

１位 上内侍瑠稀 （高山中学校） ２位 鹿児島南高校

２位 坂口 奏人 （金峰中学校） ３位 鹿児島実業高校

◇８１ｋｇ級 ３位 鹿児島情報高校

１位 小山 弘祐 （加治木中学校） ※１位は３月２１日（火祝）に日本武道館で開

２位 鬼塚晴瑠太 （吉野中学校） 催される全国大会に鹿児島県代表として出場

する。
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主な行事（１月～３月）【男子個人】

◇６０ｋｇ級 １月 ７日（土）

１位 瀬戸上泰将 （鹿児島情報高校） 稽古始め式（柔道会館）

２位 粂 杏平 （明桜館高校） １月２１日（土 ，２２日（日））

◇６６ｋｇ級 県下高等学校選手権大会(西原商会アリーナ)

１位 五反田翔平 （鹿児島実業高校） ２月 ５日（日）

２位 下野 凌雅 （明桜館高校） 県柔道選手権大会(西原商会アリーナ)

◇７３ｋｇ級 ２月１１日（土）

１位 小山田凰太 （鹿児島情報高校） 推薦昇段（五段以下）審議会（柔道会館）

２位 村山 由亜 （鹿児島工業高校） ２月１８日（土）

◇８１ｋｇ級 県下少年新人柔道大会(西原商会アリーナ)

１位 中薗 勇輝 （鹿児島情報高校）

２位 野田 俊介 （鹿児島情報高校） 【編集後記】

◇無差別級 新型コロナウィルス感染症は，いまだに収束

１位 天達 朝日 （明桜館高校） の気配を見せませんが，１０月の鹿児島国体に

２位 吉川 巧真 （明桜館高校） 向けて，本県柔道会としては『決戦の年』と位

置づけて，成果を上げるべく取り組んでいきま

【女子個人】 す。 関係諸氏のご協力をお願いします。

◇４８ｋｇ級 （文責：田島）

１位 岩元 夢優 （国分中央高校）

２位 西 麻梨香 （鹿児島南高校）

◇５２ｋｇ級

１位 鬼塚奈瑠美 （鹿児島南高校）

２位 鈴木 麻朝 （鹿児島南高校）

◇５７ｋｇ級

１位 東郷 紅葉 （国分中央高校）

２位 中屋穂乃茄 （国分中央高校）

◇６３ｋｇ級

１位 瀧川 七花 （鹿児島南高校）

２位 平 愛菜美 （国分中央高校）

◇無差別級

１位 久保 まこ （国分中央高校）

２位 福山 琴子 （国分中央高校）

※各階級１位は３月２０日（月）に日本武道館

で開催される全国大会に鹿児島県代表として

出場する。


