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１．競技会 

（１）平成 30年度 全日本学生柔道優勝大会（男子 67回 女子 27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 30年 6月 24日(日)   BS11 よる 7 時～9時 

⑦ 日  時 平成 30年 6月 23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 30年 6月 24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 33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(3年連続 23回目)  

準 優 勝 筑波大学 

第 三 位 天理大学 

第 三 位 国士舘大学 

優 秀 校 山梨学院大学 

優 秀 校 日本体育大学 

優 秀 校 明治大学 

優 秀 校 中央大学 

優秀選手 太田 彪雅（東海大学）         村田 大祐（東海大学） 

 佐々木健志（筑波大学）  関根 聖隆（筑波大学） 

 白川 剛章（天理大学）  飯田健太郎（国士館大学） 

 長谷川 優（山梨学院大学） 藤原宗太郎（日本体育大学） 

 田中 源大（明治大学）  岩崎 恒紀（中央大学） 

＜女子 5 人制＞       ＜女子 3人制＞ 

優  勝 山梨学院大学(5 年連続 9回目)      優  勝 早稲田大学(3年連続 3回目)  

準 優 勝 龍谷大学          準 優 勝 明治国際医療大学 



第 三 位 桐蔭横浜大学        第 三 位 九州共立大学 

第 三 位 国士舘大学        第 三 位 創価大学 

優秀選手 新添 左季（山梨学院大学）  優秀選手 渡邊 聖未 （早稲田大学） 

 冨田 彩加（龍谷大学）                 三苫 桃子 （明治国際医療大学） 

 杉山 歌嶺（桐蔭横浜大学）    網内菜々子（九州共立大学） 

 池 絵梨菜（国士館大学）        矢部 瑞希 （創価大学） 

 

（２）平成 30年度 全日本学生柔道体重別選手権大会(男子 37回 女子 34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 30年 10月 7日(日)  BS11 よる 7時～9時 

⑦ 日  時  平成 30年 9月 29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 30年 9月 30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  樋口 裕大 （天理大学）       優 勝  山田 聖斗 （桐蔭横浜大学） 

準優勝  清水 夏輝  （日本体育大学）     準優勝  牧野壮一郎 （天理大学） 

第三位  森田 将矢 （鹿屋体育大学）     第三位  湯本 祥真 （筑波大学） 

     石川 勇太 （日本体育大学）          長谷川 雷 （筑波大学） 

73㎏                     81㎏ 

優 勝  古賀 颯人 （日本体育大学）     優 勝  友清 光 （国士館大学） 

準優勝  島田隆志郎 （國學院大学）      準優勝  釘丸 将太 （国士館大学） 



第三位  込山 龍哉（東海大学）           第三位  川端 悠生（国士舘大学） 

     原田 健士（日本体育大学）              山中 堅盛（東海大学） 

90㎏                        100 ㎏ 

優 勝  田嶋 剛希（筑波大学）            優 勝   伊藤 好信（東海大学） 

準優勝  横内 晋介（筑波大学）            準優勝   山下 魁輝 (国士館大学) 

第三位  白川 剛章（天理大学）            第三位   石山 潤平（天理大学） 

長井 晃志（日本体育大学）                古田 伸悟（天理大学） 

100㎏超 

優 勝  太田 彪雅（東海大学） 

準優勝  竹村 昂大（国士館大学） 

第三位  奥野 拓未（東海大学） 

     石川 智啓（東海大学） 

 

【女子成績】 

48㎏                      52 ㎏   

優 勝  小倉 葵  （環太平洋大学）       優 勝  立川 莉奈（福岡大学） 

準優勝  安部 風花 （環太平洋大学）         準優勝  武田 亮子（龍谷大学） 

第三位  常見 千紗 （帝京科学大学）       第三位  萩 野乃花（国士館大学） 

      有野 涼  （龍谷大学）               中内 柚里（龍谷大学） 

57㎏                      63 ㎏ 

優 勝  竹内 鈴  （東海大学）         優 勝  佐藤 史織（山梨学院大学） 

準優勝  香川 瑞希 （東海大学）           準優勝  幸田 奈々（帝京科学大学） 

第三位  大和久友佳（山梨学院大学）       第三位  岡田 萌 （山梨学院大学） 

      飯塚 亜美 （仙台大学）                   米澤 夏帆（龍谷大学） 

70㎏                      78 ㎏ 

優 勝  嶺井 美穂 （桐蔭横浜大学）         優 勝  泉 真生  （山梨学院大学） 

準優勝  朝飛 七海 （桐蔭横浜大学）          準優勝  鈴木 伊織 （環太平洋大学） 

第三位  杉山 歌嶺 （桐蔭横浜大学）       第三位  松田なみき（金沢学院大学） 

     青柳 麗美 （環太平洋大学）             清水 美緒  (金沢学院大学） 

78㎏超 

優 勝  秋場 麻優 （環太平洋大学） 

準優勝  井上あかり（環太平洋大学） 

第三位  岡田 実咲 （山梨学院大学） 

      浜 未悠 （環太平洋大学） 

 

（３）平成 30年度全日本学生柔道体重別団体優勝大会（男子 20回 女子 10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 30年 10月 21日(日)  ＮＨＫ Ｅテレ 14時 30分～16時 30分 

⑦日  時  10月 20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 21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 日本体育大学 

       準 優 勝 筑波大学 

       ３  位 国士舘大学、東海大学 

       ベスト８ 國學院大學、東洋大学、日本大学、明治大学 

       優秀選手 大吉  賢（日本体育大学）、古賀 颯人（日本体育大学） 

田嶋 剛希（筑波大学）、佐々木 健志（筑波大学） 

            飯田 健太郎（国士舘大学）、太田 彪雅（東海大学） 

       〈女子〉 

       団体戦 7名（体重別に編成）点取り式トーナメント戦 19チーム出場 

       優  勝  龍谷大学 

       準 優 勝  東海大学 

       ３  位  筑波大学、山梨学院大学 

       優秀選手  中内 柚里（龍谷大学）、黒木 七都美（龍谷大学）、 

根本 美季（東海大学）、粂田 晴乃（筑波大学）、 

新添 左季（山梨学院大学） 

 

 



２．研修会等 

 （１）教養講座（第 32回） 

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 30年 10 月 19日（金）17:30～18:10 

   ③場 所  ベイコム総合体育館大会役員室 

     ④参加者  約 80名 

   ⑤講 演  「ｱｽﾘｰﾄに求められる心理・社会的ｽｷﾙー持続的な自己成長に向けてー」 

 ⑥講 師  西田順一 氏 近畿大学 経営学部 教養・基礎教育部門 准教授 博士（人間環境学） 

                  日本スポーツ心理学者 

（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 30年 6月 22日（金）16:00～17:00 

   ③場 所  講道館 地下じぇびあん 

     ④参加者  約 60名  

   ⑤講 師  大迫明伸（H30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  関東学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 30年 8月 25日（土）16:00～17:00 26日（日）8：45～9：20 

   ③場 所  埼玉県立武道館 

     ④参加者  25日 48名 26日 43名  

   ⑤講 師  岡田隆弘（H30 関東学生柔道体重別選手権大会審判長） 

   ⑥講習内容 大会におけるルールについて内容の確認をした。ケアシステムの説明を行った。 

         

（３）審判講習会（第 3回） 

   ①主 管  東京学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 30年 9月 28日（金）16:00～17:00 

   ③場 所  講道館 地下じぇびあん 

     ④参加者  約 60名  

   ⑤講 師  山本 良（H30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 4回） 

   ①主 管  関西学生柔道連盟 

   ②日 時  平成 30年 10 月 19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  大迫明伸（H30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   2018年 11月 28日（水）～12月 3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   安河内 春彦  九州学生柔道連盟 

          コーチ   渡辺 直勇   北信越学生柔道連盟 

          コーチ   穴井 さやか  東京学生柔道連盟 

内 容   研修報告書のとおり 

 

 （２）期 間   2019年 2月 7日（木）～2月 15日（金） 8泊 9日 

    場 所   フランス 

    参加者   役員 3名、学生 16名（男子 7名、女子 9名） 

          団 長   徳田 眞三  関西学生柔道連盟 

          コーチ   菊川 顕   中国四国学生柔道連盟 

コーチ   樽谷 教子  九州学生柔道連盟 

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  2018年 6月 22日（金）13時～14時 30分     

       ・場 所  文京区民センター会議室（東京都文京区本郷 4-15-4） 

      ・出席者  理事・監事 26名 

               正会員（本人）27名 

               正会員（委任状）193   ※正会員総数 287 

 

 (２) 理事会（理事総数 19名、監事 3名） 

  ①第 1回 ・日 時  2018年 5月 11日（金） 

         ・書面  

          ・出席者  理事 19名  

  ②第 2回 ・日 時  2018年 6月 22日（金）13時～13時 30分 

         ・場 所  文京区民センター会議室（東京都文京区本郷 4-15-4） 

          ・出席者  理事 18名 監事 2名 事務局 2名 

  ③第 3回 ・日 時  2018年 6月 22日（金）13時 30分～16時 

         ・場 所  文京区民センター会議室（東京都文京区本郷 4-15-4）  

          ・出席者  理事 20名 監事 2名 事務局 2名 

④第 4回 ・日 時  2018年 9月 28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 17名 監事 3名 事務局 2名 

⑤第 5回 ・日 時  2018年 10月 19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 19名 監事 3名 事務局 2名 

⑥第 6回 ・日 時  2019年 2月 16日（土）16時 30分～18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 12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『2018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 岡田 修一 

 事 業 名  第 60 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 

 特別共催  （公財）講道館 

 後  援  スポーツ庁・（一社）全日本学生柔道連盟 

 期  日  2018 年 7 月 1 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 鹿屋体育大学  3 位 埼玉大学・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 森脇保彦 

   事 業 名    第 31 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    大塚製薬株式会社、羽田タートルサービス株式会社、伊藤超短波株式会社 

学校法人了德寺大学、学校法人帝京科学大学、センコー株式会社、ALSOK 

ミズノ株式会社、日本 BS 放送株式会社、株式会社 SHIBUYA SANKAK、 

一般社団法人全日本学生柔道連盟 

   期  日    2019 年 2 月 23 日(土) 体重別選手権大会 午後 2 時 00 分より研修会 



24 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 30 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 

大阪体育大学 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 

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 東京学芸大学 

東洋大学 日本大学 日本体育大学 福岡教育大学 平成国際大学 山梨学院大学 

了德寺大学 早稲田大学 

 (26 大学・約 332 名) 

   研 修 会 大塚製薬セミナー「体調管理をトータルサポートするコンディショニング栄養食のご紹介」 

        講師：大塚製薬株式会社 ﾆｭｰﾄﾗｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ事業部 ｿｰｼｬﾙﾍﾙｽﾘﾚｰｼｮﾝ部 次長 田中明余氏 

        体育系学生のための「就職塾」 

        講師：株式会社 SHIBUYA SANKAK 人事部 部長 畝尾賢明氏 

成  績 （各階級優勝者） 

60kg級 松村 将輝 (国士舘大学 2年) 

66kg級 川上 武士 (山梨学院大学 1年)  

73kg級 三谷 大 (国士舘大学 1年) 

81kg級 佐藤 竜 (早稲田大学 3年) 

90kg級 空 辰乃輔 (早稲田大学 2年) 

100kg級 今入 晃也 (日本大学 2年) 

100kg超級 磯村 亮太 (国士舘大学 2年) 

 

(２)顕 彰 

  ①功労者(2 名) 

鈴木 三郎（北信越学生柔道連盟） 小出 將惠（全日本学生柔道連盟） 

   ※ 2017 年度 4 名 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 

※  2017 年度 14 社・１団体 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（5 名） 

    藤原 崇太郎（日本体育大学） 阿部 一二三（日本体育大学） 丸山 竜希（東海大学）   

立川 新（東海大学） 小川 雄勢（明治大学）     

 ※ 2017 年度 2 名  2016 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）2018 年 6 月 25 日発行 

                           ≪編集・発行 総務委員会≫ 

６．会 員 

（１） 正会員 288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 名寄市立大学 東海大学札幌 

   

 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（37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 東洋大学川越 

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 中央学院大学 東京国際大学 

 

東京学生柔道連盟（48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 玉川大学 

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（18 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   

  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  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（55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 関西看護医療大学 

 

 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 

 

 

 



  

〔単位円〕

当年度 前年度 増　減

１． 流動資産

　現金預金 8,168,365 5,755,692 2,412,673

　未収入金 351 108,351 △ 108,000

　前払金 100,000 0 100,000

流動資産合計 8,268,716 5,864,043 2,404,673

２． 固定資産

(1) 基本財産

　大口定期預金 23,000,000 23,000,000 0

基本財産合計 23,000,000 23,000,000 0

(2) 特定資産

　70回記念大会準備資産 10,000,000 10,000,000 0

特定資産合計 10,000,000 10,000,000 0

(3) その他固定資産

　什器備品 6 6 0

その他固定資産合計 6 6 0

　固定資産合計 33,000,006 33,000,006 0

　資産合計 41,268,722 38,864,049 2,404,673

１． 流動負債

未払金 921,386 743,717 177,669

前受金 1,190,000 660,000 530,000

預り金 20,185 17,475 2,710

未払法人税等 70,000 70,000 0

　流動負債合計 2,201,571 1,491,192 710,379

　負債合計 2,201,571 1,491,192 710,379

１． 一般正味財産 39,067,151 37,372,857 1,694,294

（うち基本財産への充当額） （ 23,000,000 ） （ 23,000,000 ） （ 0 ）

（うち特定資産への充当額） （ 10,000,000 ） （ 10,000,000 ） （ 0 ）

　正味財産合計 39,067,151 37,372,857 1,694,294

負債及び正味財産合計 41,268,722 38,864,049 2,404,673
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〔単位円〕

当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　　１．経常増減の部

　　　(1)　経常収益

①　基本財産運用益

基本財産受取利息 2,300 2,300 0

②　特定資産運用益

特定資産受取利息 1,000 1,000 0

③　受取入会金　　

受取入会金 20,000 30,000 △ 10,000

④　受取会費

正会員受取会費 2,880,000 2,880,000 0

賛助会員受取会費 2,670,000 2,640,000 30,000

競技会事業収益 53,716,750 45,114,300 8,602,450

海外研修事業収益 2,300,000 1,150,000 1,150,000

受取民間補助金 13,128,000 12,128,000 1,000,000

⑦　雑収益

受取利息 96 96 0

経常収益計 74,718,146 63,945,696 10,772,450

　　　(2)　経常費用

①　事業費 69,657,270 62,474,807 7,182,463

競技会事業費 46,087,175 41,882,296 4,204,879

研修費支出 0 103,680 △ 103,680

教養講座費 500,000 400,000 100,000

海外研修費 8,970,622 6,736,748 2,233,874

助成・顕彰費 275,920 218,389 57,531

分担金 200,000 200,000 0

会報発行費 361,220 361,220 0

プログラム作成費等 7,128,000 7,128,000 0

旅費交通費 2,462,440 2,205,302 257,138

通信費 326,443 242,173 84,270

什器備品費 140,057 142,193 △ 2,136

事務用品費 154,661 147,456 7,205

印刷費 168,480 168,480 0

賃借料 382,320 388,152 △ 5,832

人件費 1,265,072 1,274,140 △ 9,068

役員報酬 74,760 53,400 21,360

消費税、法人税等 1,160,100 811,200 348,900

減価償却費 0 11,978 △ 11,978

②　管理費 3,366,582 3,289,281 77,301

会議費 133,993 131,126 2,867

旅費交通費 622,482 742,245 △ 119,763

通信費 225,124 162,123 63,001

什器備品費 97,327 95,191 2,136

事務用品費 107,476 93,978 13,498

印刷費 149,040 144,720 4,320

賃借料 265,680 259,848 5,832

人件費 879,117 852,970 26,147

諸謝金 577,800 574,560 3,240

役員報酬 26,700 16,020 10,680

雑費 281,843 216,500 65,343

経常費用計 73,023,852 65,764,088 7,259,764

当期経常増減額 1,694,294 △ 1,818,392 3,512,686

　　２．経常外増減の部

　　　(1)　経常外収益 0 0 0

　　　(2)　経常外費用 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 1,694,294 △ 1,818,392 3,512,686

一般正味財産期首残高 37,372,857 39,191,249 △ 1,818,392

一般正味財産期末残高 39,067,151 37,372,857 1,694,294

第1号議案
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