
請求番号 大会名 開催年月日 場所 主催 後援

E 国民体育大会

E 紀元2600年奉祝　明治神宮国民体育大会  第11回　柔道部 1940.10.30-11.2 講道館 / 神宮外苑競技場 厚生省

E 国民体育大会秋季大会  第4回  柔道 S24.11.3 講道館 日本体育協会  東京都 文部省

E 国民体育大会秋季大会  第5回  柔道競技 1950.10.30-31 名古屋ホール
日本体育協会  文部省
全日本柔道連盟

名古屋市  愛知県

E 国民体育大会秋季大会　第6回　柔道 1951.10.28-29
日本体育協会  文部省
全日本柔道連盟

福山市　広島県

E 国民体育大会秋季大会  第7回  柔道競技 1952.10.20-21 会津若松市謹教小学校 日本体育協会  文部省 福島県  若松市

E 国民体育大会秋季大会  第8回  柔道競技 一般の部 1953.10.23-24 新居浜市体育館 日本体育協会  文部省 愛媛県  新居浜市

E 国民体育大会秋季大会  第8回  柔道競技 高等学校 1953.10.25-26 高松市高松第一高等学校 日本体育協会  文部省 愛媛県  高松市

E 国民体育大会　第9回  柔道  一般の部 高校の部 1954.8.23-25 苫小牧市 日本体育協会  文部省 北海道  苫小牧市

E 国民体育大会　第10回  柔道 1955.10.31-11.2 鎌倉市市営体育館 日本体育協会  文部省  神奈川県

E 国民体育大会　第11回  柔道 1956.10.29-31
県立兵庫高校(一般の部)/
室内小学校(高校の部)

日本体育協会  文部省  兵庫県

E 国民体育大会　第12回  柔道 1957.10.26-28 静岡市立体育館 日本体育協会  文部省  静岡県

E 国民体育大会　第13回  柔道 1958.10.20-22 上市町上市中学校体育館 日本体育協会  文部省  富山県

E 国民体育大会  第14回  柔道 1959.10.26-29 両国 日大講堂 日本体育協会  文部省  東京都

E 国民体育大会　第14回　総合プログラム 1959.10.25-30 日本体育協会　文部省　東京都

E 国民体育大会  第15回  柔道 1960.10.24-26 山鹿中学校体育館 日本体育協会  文部省  熊本県

E 国民体育大会  第16回  柔道 1961.10.9-11 男鹿市立体育館 日本体育協会  文部省  秋田県

E 国民体育大会  第17回  柔道 1962.10.22-24
児島市味野中学校
体育館

日本体育協会  文部省  岡山県

E 国民体育大会　第17回　公開演技 1962.9.22-10.21 秋田市→岡山市

E 国民体育大会  第18回  柔道 1963.10.28-30 徳山市体育館 日本体育協会  文部省  山口県

E 国体春季大会  第19回  柔道 1964.6.7-9 加茂市民体育館 日本体育協会  文部省  新潟県

E 国体秋季大会  第20回  柔道 1965.10.25-27 岐阜市岐阜市民センター 日本体育協会  文部省  岐阜県

E 国民体育大会秋季大会  第21回  柔道 1966.10.24-26 大分県営体育館 日本体育協会  文部省  大分県
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E 国民体育大会秋季大会  第22回  柔道 1967.10.23-25 秩父市秩父宮記念市民会館 日本体育協会  文部省  埼玉県

E 国民体育大会  第23回  柔道競技実施要項 1968.. 福井県春江町 日本体育協会  文部省  福井県

E 国民体育大会  第23回  (写真集) 1968.. 福井県春江町 日本体育協会  文部省  福井県

E 国民体育大会秋季大会  第23回  柔道 1968.10.2-4 春江町立体育館 日本体育協会  文部省  福井県

E 国民体育大会  第24回  柔道競技実施要項 1969.. 長崎県佐世保市 日本体育協会  文部省  長崎県

E 国民体育大会秋季大会  第24回  柔道 1969.10.27-29
佐世保市西海学園高等学校
体育館

日本体育協会  文部省  長崎県

E 国民体育大会  第25回  柔道競技実施要項 1970.. 岩手県久慈市 日本体育協会  文部省  岩手県

E 国民体育大会秋季大会  第25回  柔道競技実施要項 1970.10.11-13 久慈市民体育館 日本体育協会  文部省  岩手県

E 国民体育大会秋季大会  第26回  柔道 1971.10.25-27 和歌山市立松下体育館 日本体育協会  文部省  和歌山県

E 国民体育大会秋季大会  第27回  柔道 1972.10.23-25
鹿児島県立出水高等学校
体育館

日本体育協会  文部省  鹿児島県

E 国民体育大会秋季大会  第28回  柔道 1973.10.15-17 千葉県立館山高校体育館 日本体育協会  文部省  千葉県

E 国民体育大会  第29回  柔道競技実施要項 1974.. 茨城県日立市 日本体育協会  文部省  茨城県

E 国民体育大会秋季大会  第29回  柔道 1974.10.21-23 茨城県立商業高校体育館 日本体育協会  文部省  茨城県

E 国民体育大会  第30回  柔道競技実施要項 1975.. 三重県名張市 日本体育協会  文部省  三重県

E 国民体育大会秋季大会  第30回  柔道 1975.10.27-29 三重県立名張高校体育館 日本体育協会  文部省  三重県

E 国民体育大会秋季大会  第31回  柔道 S51.10.25-27
佐賀県立佐賀商業高校
体育館

日本体育協会  文部省  佐賀県

E 国民体育大会秋季大会  第32回  柔道 S52.10.3-5 五所川原市民体育館
日本体育協会  文部省
青森県  五所川原市

E 国民体育大会秋季大会  第33回  柔道 S53.10.16-18 佐久市総合体育館
日本体育協会  文部省
長野県  佐久市

E0 国民体育大会秋季大会  第34回  柔道 S54.10.15-17 延岡市民体育館
日本体育協会  文部省
宮崎県  延岡市

E0 国民体育大会  第35回  柔道競技実施要項 S55 栃木県宇都宮市
日本体育協会  文部省
栃木県  宇都宮市

E0 国民体育大会秋季大会  第35回  柔道 S55.10.13-15 栃木県武道館
日本体育協会  文部省
栃木県  宇都宮市

E0 国民体育大会  第36回  柔道競技実施要項 S56 木之本町  伊香体育館

E0 国民体育大会秋季大会  第36回  柔道 S56.10.14-16 伊香体育館
日本体育協会  文部省
滋賀県  伊香郡

E0 国民体育大会  第37回  柔道競技実施要項 S57 島根県松江市
日本体育協会  文部省
島根県  松江市
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E0 国民体育大会秋季大会  第37回  柔道 S57.10.4-6 島根県立武道館
日本体育協会  文部省
島根県  松江市

E0 国民体育大会秋季大会  第38回  柔道 S58.10.16-18 渋川市総合公園体育館
日本体育協会  文部省
群馬県  渋川市

E0 国民体育大会  第39回  柔道競技実施要項 S59 奈良県天理市
日本体育協会  文部省
奈良県  天理市

E0 国民体育大会秋季大会  第39回  柔道 S59.10.13-15 天理市立総合体育館
日本体育協会  文部省
奈良県  天理市

E0 国民体育大会秋季大会  第40回  柔道競技 S60.10.21-23 境港市民体育館
日本体育協会  文部省
鳥取県  境港市

E0 国民体育大会秋季大会  第41回  柔道競技 S61.10.13-15 身延町民体育館 日本体育協会  文部省

E0 国民体育大会 第41回  柔道競技写真集 S61.10.13-15

E0 国民体育大会 第41回  柔道競技報告書 S61.10.13-15

E0 国民体育大会秋季大会  第42回  柔道 S62.10.26-28 沖縄県立武山体育館
日本体育協会  文部省
沖縄県  那覇市

E0 国民体育大会秋季大会  第43回  柔道競技（部分複写） S63.10.16-18 城陽市民体育館
日本体育協会  文部省
京都府  全日本柔道連盟  城陽市

E0 国民体育大会秋季大会  第43回  柔道競技実施要項 1988.. 城陽市民体育館
日本体育協会  文部省
京都府  全日本柔道連盟  城陽市

E0 国民体育大会秋季大会  第44回  柔道競技（部分複写） H1.9.18-20 赤平市総合体育館
日本体育協会  文部省
北海道  全日本柔道連盟  赤平市

E0 国民体育大会秋季大会  第44回  柔道競技実施要項 1989.. 赤平市総合体育館
日本体育協会  文部省
北海道  全日本柔道連盟  赤平市

E0 国民体育大会秋季大会  第45回  柔道競技（部分複写） H2.10.22-24 飯塚市体育館
日本体育協会  文部省
福岡県  全日本柔道連盟  飯塚市

E0 国民体育大会秋季大会  第45回  柔道競技実施要項 1990.. 飯塚市体育館
日本体育協会  文部省
福岡県  全日本柔道連盟  飯塚市

E0 国民体育大会秋季大会  第46回  柔道競技（部分複写） H3.10.13-15
鶴来町白山郷運動公園
体育館

日本体育協会  文部省
石川県  全日本柔道連盟  鶴来町

E0 国民体育大会秋季大会  第47回  柔道競技（部分複写） H4.10.5-7 山辺町民総合体育館
日本体育協会  文部省
山形県  全日本柔道連盟  山辺町

E0 国民体育大会秋季大会  第48回  柔道競技（部分複写） H5.10.25-28
香川県立大川町体育館・
藤井学園寒川高等学校

日本体育協会  文部省
香川県  徳島県  全日本柔道連盟
大内町  寒川町

E0 国民体育大会秋季大会  第49回  柔道競技 H6,10.30-11.1 愛知県武道館
日本体育協会  文部省
愛知県  全日本柔道連盟  名古屋
市

E0 国民体育大会秋季大会  第50回  柔道競技（部分複写） H7.10.15-17 鶴ケ城公園鶴ケ城体育館
日本体育協会  文部省
福島県  全日本柔道連盟  会津若
松市

E0 国民体育大会秋季大会  第50回  柔道競技実施要項 1995.. 鶴ケ城公園鶴ケ城体育館
日本体育協会  文部省
福島県  全日本柔道連盟  会津若
松市
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E0 国民体育大会秋季大会  第51回  柔道競技 H8.10.13-15 廿日市市スポーツセンター
日本体育協会  文部省
広島県  全日本柔道連盟  廿日市
市

E0 国民体育大会秋季大会  第52回  柔道競技 H9.10.26-28
箕面市立第一総合運動場
市民体育館

日本体育協会  文部省
大阪府  全日本柔道連盟  箕面市

E0 国民体育大会　第52回　柔道競技実施要項 1997..
箕面市立第一総合運動場
市民体育館

日本体育協会　文部省
大阪府　全日本柔道連盟　箕面市

E0 なみはや国体グラフ  第52回国民体育大会 1997..
第52回国民体育大会
大阪府実行委員会

E0 国民体育大会秋季大会  第53回  柔道競技（部分複写） H10.10.25-27
横須賀市総合体育会館
（横須賀アリーナ）

日本体育協会  文部省
 神奈川県  全日本柔道連盟
横須賀市

E0 かながわ・ゆめ国体グラフ　第53回国民体育大会 1998..

E0 国民体育大会秋季大会  第54回  柔道競技（部分複写） H11.10.24-26 山鹿市立総合体育館
日本体育協会  文部省
熊本県  全日本柔道連盟  山鹿市

E0 くまもと未来国体グラフ  第54回国民体育大会 1999..
第54回国民体育大会
熊本県実行委員会

E0 国民体育大会秋季大会  第55回  柔道競技 H12.10.15-17 小杉町総合体育センター
日本体育協会  文部省
富山県  全日本柔道連盟  小杉町

E0 国民体育大会　第55回　近畿ブロック大会　柔道競技 H12.8.17 和歌山県立橋本体育館

日本体育協会　近畿2府4県体育協
会
近畿2府4県教育委員会
近畿柔道連盟
橋本市・橋本市教育委員会

文部省

E0 2000年とやま国体グラフ　あいの風夢のせて 2000..

E0 国民体育大会秋季大会　第56回　柔道競技 H13.10.14-17
気仙沼市総合体育館
ｹｰ･ｳｪｰﾌﾞ
唐桑町町民体育館

日本体育協会　文部科学省
宮城県　全日本柔道連盟
気仙沼市　唐桑町

E0 国民体育大会秋季大会　第57回　柔道競技 H14.10.27-29
宿毛市総合運動公園
市民体育館

日本体育協会　文部科学省
高知県　全日本柔道連盟　宿毛市

E0 国民体育大会秋季大会　第58回　柔道競技 H15.10.26-28
浜北市総合体育館
（グリーンアリーナ）

日本体育協会　文部科学省
静岡県　全日本柔道連盟　浜北市

E0 国民体育大会秋季大会　第59回　柔道競技　彩の国まごころ国体 H16.10.24-26 埼玉県立武道館
日本体育協会　文部科学省
埼玉県　全日本柔道連盟　上尾市

E0 国民体育大会秋季大会　第59回　柔道競技ミニプログラム H16.10.24-26 埼玉県立武道館
日本体育協会　文部科学省
埼玉県　全日本柔道連盟　上尾市

E0
国民体育大会秋季大会　第60回
柔道競技　晴れの国おかやま国体

H17.10.23-26 岡山県津山東体育館
日本体育協会　文部科学省
岡山県　全日本柔道連盟　津山市

E0 国民体育大会　第61回　総合プログラム　のじぎく兵庫国体 H18.9.30-10.10
日本体育協会　文部科学省
兵庫県

E0 国民体育大会　第61回　柔道競技 H18.10.6-8 兵庫県立武道館
日本体育協会　文部科学省
兵庫県　全日本柔道連盟　姫路市
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E0 国民体育大会  第62回  柔道競技  秋田わか杉国体 H19.10.7-9 秋田県立武道館
日本体育協会  文部科学省
秋田県  全日本柔道連盟  秋田市

E0 国民体育大会  第65回  柔道競技会 H22.10.1-3
サウンドハウス・スポーツ
センター　フィットネスハウス・
アリーナ

日本体育協会  文部科学省
 千葉県  全日本柔道連盟  成田市

E0
国民体育大会関東ブロック大会  第67回  /
国民体育大会柔道競技リハーサル大会　第68回
柔道競技　ミニプログラム

H24.8.19 東京武道館

E0
国民体育大会　第68回　柔道競技会ミニプログラム
東日本大震災復興支援

H25.10.5-7 東京武道館

E0 国民体育大会　第69回　柔道競技会　長崎がんばらんば国体 H26.10.19-21 諫早市小野体育館
日本体育協会　文部科学省
全日本柔道連盟　諫早市

E0 国民体育大会　第69回　柔道競技会ミニプログラム　 H26.10.19-21 諫早市小野体育館
日本体育協会　文部科学省
全日本柔道連盟　諫早市

E0
国民体育大会　第70回　柔道競技会
2015紀の国わかやま国体

H27.10.3-5
武道・体育センター
和歌山ビッグウェーブ

日本体育協会　文部科学省
全日本柔道連盟　諫早市

E0
国民体育大会　第72回　柔道競技会　2017愛顔（えがお）
つなぐえひめ国体

H29.10.7-9 愛媛県武道館
日本体育協会　文部科学省
全日本柔道連盟　諫早市

E0
国民体育大会　第73回　柔道競技会
2018福井しあわせ元気国体2018

H30.10.6-8 福井県立武道館
日本体育協会　文部科学省
全日本柔道連盟　諫早市

E0
国民体育大会　第74回　柔道競技会
いきき茨城ゆめ国体2019

R1.10.5-7
龍ケ崎市総合体育館
たつのこアリーナ

日本スポーツ協会　文部科学省
茨城県　全日本柔道連盟
龍ケ崎市

E01 全日柔道本選手権大会

E01 全日本柔道選士権大会  昭和6年 S6.10.24-25 日比谷公園新音楽堂 中央柔道有段者会 東京 大阪朝日新聞社

E01 全日本柔道選士権大会 第4回 S9.11.25 日比谷公園新音楽堂

E01 全日本柔道選士権大会  第6回 S11.11.22-23 講道館 講道館 東京・大阪朝日新聞社

E01 全日本柔道選士権大会　第7回 S12.10.23-24 講道館 講道館 東京・大阪朝日新聞社

E01 全日本柔道選士権大会　第8回 S13.10.16-17 講道館 講道館 厚生省　東京・大阪朝日新聞社

E01 日本柔道選士権大会  故嘉納先生三年祭・柔道大会  第10回 S16.4.4-6 講道館 講道館
厚生省  文部省  陸軍省  海軍省
朝日新聞社(選士権)

E01 故嘉納師範十年祭並に全日本柔道選手権大会 (第17回) S23.5.2 講道館 講道館 朝日新聞社(大会)

E01 全日本柔道選手権大会　 S24.5.5 浜町仮設国技館 講道館 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会　 S25.5.5 芝スポーツセンター 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会　 S26.5.5 メモリアルホール 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社
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E01 全日本柔道選手権大会　 S27.5.18 メモリアルホール 旧両国国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会　 S28.5.5 両国国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S29.5.5 両国国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01
PROGRAM  All-Japan
Championship Tournament on 5th of May,1954

S29.5.5 両国国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会　 S30.5.5 蔵前国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会　 S32.5.5 蔵前国技館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S33.5.5 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S34.5.5(1959) 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S35.4.31-5.1 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S36.4.29-30 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S37.4.28-29 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S38.4.28-29 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S39.4.25-26 東京体育館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S40.5.1-2 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S41.4.30-5.1 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S42.4.29-30 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

E01 全日本柔道選手権大会 S43.4.28-29(1968) 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S44.4.27(1969) 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S45.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S46.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S47.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S48.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S49.5.5 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S50.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館
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E01 全日本柔道選手権大会 S51.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S52.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S53.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S54.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S55.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S56.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S57.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S58.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S59.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S60.4.29 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社 日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S61.4.29(1986) 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S62.4.29(1987) 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E01 全日本柔道選手権大会 S63.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E01 第1回世界柔道選手権大会出場  日本代表決定大会 S31.4.29 蔵前国技館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 世界柔道選手権大会 第2回 日本代表決定大会 S33.10.5 福岡スポーツセンター 全日本柔道連盟 朝日新聞社

E01 世界柔道選手権大会(パリー)派遣 第3回 日本代表決定大会 S36.9.3 福岡スポーツセンター 全日本柔道連盟
講道館  福岡県  福岡市  福岡県
教育委員会 福岡市教育委員会
西日本新聞社

E02 全日本柔道選手権大会（平成元年～）

E02 全日本柔道選手権大会 H1.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H2.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H3.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H4.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H5.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H6.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館
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E02 全日本柔道選手権大会 H7.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H8.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H9.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会　 H10.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館　

E02 全日本柔道選手権大会　全日本柔道連盟創立五十周年記念 H11.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会　ミレニアム凱歌 H12.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H13.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H14.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H15.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H16.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H17.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H18.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H19.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H20.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟

E02 全日本柔道選手権大会 H21.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H22.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H23.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H24.4.29 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  NHK  日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H25.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H26.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H27.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H28.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H29.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 H30.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館
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E02 全日本柔道選手権大会 H31.4.29 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 R02.12.26 講道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E02 全日本柔道選手権大会 R03.12.26 講道館 講道館　全日本柔道連盟 朝日新聞社　NHK　日本武道館

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会

E03 全日本招待選抜柔道体重別選手権大会 1966.8.28 九電記念体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県
同市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第2回 1968.8.4 佐賀県体育館
九州柔道協会  佐賀県
佐賀県教育委員会  西日本新聞社

全日本柔道連盟  佐賀県体育協会
佐賀市  佐賀市教育委員会
佐賀県観光協会  佐賀商工会議所

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第3回 1969.8.10 福岡九電体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第4回 S45.8.9 鹿児島県体育館 九州柔道協会  南日本新聞社
鹿児島県教育委員会
鹿児島市教育委員会
NHK鹿児島放送局  MBC

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第5回 S46.7.11 福岡九電記念体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第6回 S47.7.2 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第7回 S49.7.7 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第8回 S50.9.7 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第9回 S51.5.30 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第10回 S52.7.3 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第11回 S53.7.9 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  福岡県  福岡市
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第12回 S54.9.30 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第13回 S55.5.25 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第14回 S56.6.7 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第15回 S57.9.19 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第16回 S58.7.10 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日
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E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第17回 S59.5.20 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第18回 S60.7.14 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第19回 S61.7.13 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第20回 S62.7.12 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第21回 S63.6.12 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
テレビ朝日

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第22回 H1.7.16 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
福岡市教育委員会  福岡市体育協会
 テレビ朝日  KBC九州朝日放送

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第23回 H2.7.15 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第24回
第17回世界柔道選手権日本代表最終選考

H3.5.19 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第25回
オリンピックセレクション　バルセロナ'92

H4.5.17 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第26回
第18回世界柔道選手権日本代表最終選考

H5.6.13 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第27回
第12回アジア大会柔道競技最終選考

H6.6.12 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  第28回
 '95世界柔道選手権大会最終選考会

1995.5.21 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03 全日本選抜柔道体重別選手権大会  第29回 1996.4.7 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第30回
パリ世界選手権日本代表選考

1997.4.6 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送
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E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第31回
ワ－ルドカップ柔道大会選考

1998.4.5 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第32回
バーミンガム（イギリス）世界選手権男子日本代表最終選考

H11.4.4 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第33回
シドニ－オリンピック日本代表選手最終選考

2000.4.2 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  第34回
ミュンヘン世界選手権日本代表選手最終選考

2001.4.1 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第35回
ワールドカップ・アジア競技大会日本代表選考会

2002.4.7 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第36回
2003大阪世界選手権大会日本代表選考会（付・公式記録）

2003.4.6 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03 
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第37回
2004年アテネオリンピック日本代表選手最終選考会

2004.4.4 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第38回
2005カイロ世界柔道選手権大会日本代表選手最終選考会

2005.4.3 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県  福岡市  福岡県教育委員会
 福岡市教育委員会  テレビ朝日
 KBC九州朝日放送

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　第39回
2006世界国別団体柔道選手権大会，
2006アジア大会柔道競技最終選考会

2006.4.2 福岡市民体育館
全日本柔道連盟  九州柔道協会
西日本新聞社

福岡県　福岡県教育委員会　福岡市
福岡市教育委員会　フジテレビジョン

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成19年
2007世界柔道選手権大会
（ブラジル・リオデジャネイロ）日本代表選手最終選考会

2007.4.7-8 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  平成20年
北京オリンピック最終選考会

2008.4.5-6 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  平成21年度
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2009.4.4-5 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  平成22年度
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2010.4.3-4 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本
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E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  平成23年度
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2011.4.2-3 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会  平成24年度
ロンドンオリンピック日本代表最終選考会

2012.5.12-13 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成25年
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2013.5.11-12 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成26年
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2014.4.5-6 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会
フジテレビジョン   テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成27年
世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2015.4.4-5 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成28年
リオディジャネイロオリンピック日本代表最終選考会

2016.4.2-3 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成29年
2017年ブダペスト世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2017.4.1-2 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成30年
2018年バクー世界柔道選手権大会
日本代表最終選考会

2018.4.7-8 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　平成31年
2019年東京世界柔道選手権大会日本代表最終選考会

2019.4.6-7 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　令和3年
2021年ブダペスト世界柔道選手権大会
日本代表最終選考会

2021.4.3-4 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03
全日本選抜柔道体重別選手権大会　令和4年
2022年タシケント世界柔道選手権大会
日本代表最終選考会

2022.4.2-3 福岡国際センター 全日本柔道連盟

講道館　福岡県　福岡市
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会　フジテレビ
テレビ西日本

E03 全日本柔道体重別選手権大会 S37.11.18 東京体育館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E03 全日本体重別柔道選手権大会 S36.6.11 大阪市中央体育館 大阪府柔道連盟
全日本柔道連盟  講道館
毎日新聞大阪本社
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E04 全日本選抜柔道団体（優勝・選手権）大会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会 S40.11.14 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道協会  中日新聞
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第2回 S41.11.13 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道協会  中日新聞
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第3回 S42.11.19 愛知県体育館(名古屋城二の丸)
愛知県柔道協会  中日新聞
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第4回 S43.11.24 愛知県体育館(名古屋城二の丸)
愛知県柔道協会  中日新聞
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第5回 S44.11.16 愛知県体育館(名古屋城二の丸)

愛知県柔道協会  中部日本新聞社
東海テレビ放送  愛知県教育委員
会
 名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第6回 S45.11.15 愛知県体育館(名古屋城二の丸)

愛知県柔道協会  中部日本新聞社
東海テレビ放送  愛知県教育委員
会
 名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第7回 S46.11.14 愛知県体育館(名古屋城二の丸)

愛知県柔道協会  中部日本新聞社
東海テレビ放送  愛知県教育委員
会
 名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第8回 S47.11.12 愛知県体育館(名古屋城二の丸)

愛知県柔道協会  中部日本新聞社
東海テレビ放送  愛知県教育委員
会
 名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第9回 S48.11.11 愛知県体育館(名古屋城二の丸)

愛知県柔道協会  中部日本新聞社
東海テレビ放送  愛知県教育委員
会
 名古屋市教育委員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第10回 S49.11.10 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道協会  中日新聞社
東海テレビ放送  名古屋市教育委
員会

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会
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E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第12回 S51.11.21 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞社
東海テレビ放送

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体優勝大会  第14回 S53.11.12 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第15回 S55.1.20 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第18回 S58.11.20 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第19回 S59.11.18 名古屋城二の丸  愛知県体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第20回 S60.11.17 愛知県体育館(名古屋城二の丸)
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第21回 S61.11.16 愛知県体育館(名古屋城二の丸)
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県
名古屋市  愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第25回 H3.12.1 鈴鹿市体育館
愛知県柔道連盟  中日新聞
東海テレビ

全日本柔道連盟  警察庁
全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟
三重県  鈴鹿市  三重県教育委員会
鈴鹿市教育委員会  三重県体育協会
鈴鹿市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第28回 1994.12.4 岐阜メモリアルで愛ドーム
全日本柔道連盟  岐阜県柔道協会
中日新聞社  東海テレビ

講道館  警察庁  全日本実業柔道連盟
日本学生柔道連盟  東海柔道連合会
岐阜県  岐阜市  岐阜県教育委員会
岐阜市教育委員会  岐阜県警察本部
 岐阜県体育協会  岐阜市体育協会

E04 全日本選抜柔道団体選手権大会  第30回 H8.11.30 愛知県武道館
全日本柔道連盟  愛知県柔道連盟
中日新聞社  東海テレビ放送

講道館  警察庁  全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会  名古屋市教育委員会
愛知県体育協会
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E04 全日本柔道団体選手権大会  平成9年度 H9.12.21 講道館 全日本柔道連盟
講道館  毎日新聞社  東京都教育委員会
東京都体育協会

E04 全日本柔道団体選手権大会　平成10年度 H10.12.13 講道館 全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社　東京都教育委員会
東京都体育協会

E04 全日本柔道団体選手権大会  平成11年度 H11.12.5 講道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  毎日新聞社

E04 全日本柔道団体選手権大会  平成12年度 H12.12.3 講道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  毎日新聞社

E04 全日本柔道団体選手権大会　平成13年度 H13.12.2 講道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  毎日新聞社

E04 全日本柔道団体選手権大会　平成14年度 H14.12.1 講道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  毎日新聞社

E05 全日本女子柔道選手権大会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第1回 S61.3.2 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第2回 S62.4.19 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第3回 S63.4.17 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第4回 H1.4.16 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第5回 H2.4.22 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  平成3年 H3.4.14 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  愛知県  名古屋市
愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  平成4年 H4.4.19 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第7回 H4.4.19 愛知県体育館 全日本柔道連盟  講道館  
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第8回 H5.4.18 名古屋市総合体育館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会
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E05 全日本女子柔道選手権大会  第9回　皇后盃 H6.4.17 愛知県武道館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第10回記念　皇后盃 H7.4.16 愛知県武道館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第11回　皇后盃 H8.4.14 愛知県武道館 全日本柔道連盟
講道館  文部省  NHK  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第12回　皇后盃 H9.4.13 愛知県武道館 全日本柔道連盟
講道館  文部省  NHK  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第13回　皇后盃 H10.4.19 愛知県武道館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05
全日本女子柔道選手権大会  第14回  皇后盃
全日本柔道連盟創立50周年記念

H11.4.18 愛知県武道館 全日本柔道連盟  講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第15回皇后盃　 H12.4.25 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第16回皇后盃 H13.4.22 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第17回皇后盃 H14.4.21 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第18回皇后盃 H15.4.20 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第19回皇后盃 H16.4.18 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第20回皇后盃 H17.4.17 愛知県武道館 全日本柔道連盟　講道館
文部省  ＮＨＫ  愛知県
名古屋市  愛知県教育委員会
名古屋市教育委員会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第21回皇后盃 H18.4.23 東京武道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　東京都教育委員会
東京都体育協会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第22回皇后盃 H19.4.22 東京武道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　東京都教育委員会
東京都体育協会
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E05 全日本女子柔道選手権大会  第23回皇后盃 H20.4.20 横浜文化体育館 講道館  全日本柔道連盟

E05 全日本女子柔道選手権大会  第24回皇后盃 H21.4.19 横浜文化体育館 講道館  全日本柔道連盟
文部科学省  NHK  東京新聞・
東京中日スポーツ  神奈川県
神奈川県教育委員会  神奈川県体育協会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第25回皇后盃 H22.4.18 横浜文化体育館 講道館  全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・東京中日ス
ポーツ  上月スポーツ・教育財団  神奈川
県  神奈川県教育委員会 神奈川県体育
協会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第26回皇后盃 H23.4.17 横浜文化体育館 講道館  全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・東京中日ス
ポーツ  上月スポーツ・教育財団  神奈川
県  神奈川県教育委員会 神奈川県体育
協会

E05 全日本女子柔道選手権大会  第27回皇后盃 H24.4.15 横浜文化体育館 講道館  全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・東京中日ス
ポーツ  上月スポーツ・教育財団  神奈川
県  神奈川県教育委員会 神奈川県体育
協会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第28回皇后盃 H25.4.21 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・東京中日ス
ポーツ  上月スポーツ・教育財団  神奈川
県  神奈川県教育委員会 神奈川県体育
協会

E05 全日本女子柔道選手権大会　第29回皇后盃 H26.4.20 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・
東京中日スポーツ  上月財団
神奈川県  神奈川県教育委員会
神奈川県体育協会　横浜市

E05 全日本女子柔道選手権大会　第30回皇后盃 H27.4.19 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・
東京中日スポーツ  上月財団
神奈川県  神奈川県教育委員会
神奈川県体育協会　横浜市

E05 全日本女子柔道選手権大会　第31回皇后盃 H28.4.18 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

文部科学省  NHK  東京新聞・
東京中日スポーツ  上月財団
神奈川県  神奈川県教育委員会
神奈川県体育協会　横浜市

E05 全日本女子柔道選手権大会　第32回皇后盃 H29.4.16 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団
神奈川県　神奈川県体育協会
横浜市

B05 全日本女子柔道選手権大会　第33回皇后盃 H30.4.22 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団
神奈川県　神奈川県体育協会
横浜市

E05 全日本女子柔道選手権大会　第34回皇后盃 H31.4.21 横浜文化体育館 講道館　全日本柔道連盟

スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団
神奈川県　神奈川県体育協会
横浜市

E05 全日本女子柔道選手権大会　第35回皇后盃 R.02.12.27 講道館 講道館　全日本柔道連盟
スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団
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E05 全日本女子柔道選手権大会　第36回皇后盃 R.03.12.25 講道館 講道館　全日本柔道連盟
スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団

E05 全日本女子柔道選手権大会　第37回皇后盃 R.04.04.17 横浜武道館 講道館　全日本柔道連盟
スポーツ庁　NHK　東京新聞・
東京中日スポーツ　上月財団
横浜市

E06 全日本女子柔道（選抜・体重別）大会

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第1回 S53.7.28 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第2回 S54.7.27 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第3回 S55.9.21 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第4回 S56.5.24 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別） 第5回 S57.9.12 早稲田大学体育館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第6回 S58.9.11 早稲田大学体育館柔道場 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道選手権大会(*体重別)  第7回 S59.9.9 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道体重別選手権大会  第8回 S60.9.8 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道体重別選手権大会  第9回 S61.9.7 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道体重別選手権大会  第10回 S62.9.6 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道体重別選手権大会　第11回 S63.10.23 講道館 全日本柔道連盟　講道館 朝日新聞社　テレビ朝日

E06
全日本女子柔道体重別選手権大会　第12回
第6回世界女子柔道選手権大会最終選考会

1989.7.9 国立代々木競技場第二体育館 全日本柔道連盟　講道館 朝日新聞者　テレビ朝日

E06
全日本女子柔道体重別選手権大会  第13回
第11回アジア競技大会柔道競技最終選考会

1990.7.8 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06
全日本女子柔道体重別選手権大会　第14回
第7回世界女子柔道選手権大会最終選考会

1991.6.9 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟　講道館 朝日新聞社　テレビ朝日

E06
全日本女子柔道体重別選手権大会
第15回　オリンピックセレクション　バルセロナ92

1992.5.10 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06
全日本女子柔道体重別選手権大会  第16回
 第8回世界女子柔道選手権大会最終選考会

1993.7.11 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  テレビ朝日

E06 全日本女子柔道体重別選手権大会  第17回 1994.5.15 日本武道館 全日本柔道連盟  講道館
朝日新聞社  テレビ朝日
日本武道館

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第18回
'95世界柔道選手権大会最終選考会

1995.5.14 国立代々木競技場第二体育館 全日本柔道連盟　講道館 朝日新聞社　テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第19回
アトランタ五輪日本代表選考

1996.3.31 国立代々木競技場第二体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会  第20回
パリ世界選手権日本代表選考

1997.4.27 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日
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E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第21回
ワ－ルドカップ柔道大会選考

1998.5.3 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第22回
バーミンガム（イギリス）
世界女子柔道選手権大会日本代表選手最終選考

1999.5.2 国立代々木競技場第2体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第23回
シドニ－オリンピック日本代表選手最終選考

2000.4.9 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会  第24回
ミュンヘン世界選手権日本代表選手最終選考

2001.4.8 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社
テレビ朝日

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第25回
ワールドカップ・アジア競技大会日本代表選考会

2002.4.14 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
横浜市教育委員会

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第26回
'03大阪世界選手権大会日本代表選考会

2003.4.13 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
横浜市教育委員会

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第27回
アテネオリンピック日本代表選手最終選考会

2004.4.11 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
横浜市教育委員会

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第28回
2005カイロ世界柔道選手権大会日本代表選手最終選考会

2005.4.10 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
横浜市教育委員会　朝日新聞社
テレビ朝日　講道館

E06
全日本女子柔道選抜体重別選手権大会　第29回
平成18年度前期の全日本女子強化選手選考

2006.4.9 横浜文化体育館 全日本柔道連盟
横浜市教育委員会　朝日新聞社
講道館　フジテレビジョン

E この大会は平成19年度から「E03　全日本選抜柔道体重別選手権大会（男子）」と共催になりました。

E06 平成7年度

E06
全国女子柔道体重別選手権大会  平成8年度
'97第10回世界女子柔道選手権大会第1次選考会

H8.10.27 秋田市立体育館 全日本柔道連盟

講道館  秋田県  秋田県教育委員会
秋田市  秋田市教育委員会
 朝日新聞社  テレビ朝日
秋田魁新報社  AAB秋田朝日放送

E06 全国女子柔道体重別選手権大会  平成9年度 H9.11.16 秋田市立体育館 全日本柔道連盟

講道館  秋田県  秋田県教育委員会
秋田市  秋田市教育委員会
 朝日新聞社  テレビ朝日
秋田魁新報社  AAB秋田朝日放送

E06
全国女子柔道体重別選手権大会　平成10年度
'99世界女子柔道選手権大会　日本代表選手第1次選考会

H10.11.15 日本武道館 全日本柔道連盟 講道館　朝日新聞社　テレビ朝日

E06
全国女子柔道体重別選手権大会　平成11年度
2000年シドニーオリンピック日本代表選手第1次選考会

H11.11.23 日本武道館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
日本武道館

E06
全国女子柔道体重別選手権大会  平成12年度
 2001年世界選手権（ドイツ・ミュンヘン）
日本代表選手第一次選考会

H12.11.18 日本武道館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
日本武道館

E06 全国女子柔道体重別選手権大会　平成13年度 H13.11.18 日本武道館 全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　テレビ朝日
日本武道館

E06
全国女子柔道体重別選手権大会　平成14年度
2003年大阪世界柔道選手権大会の日本代表第1次選考会

H14.11.16 日本武道館 全日本柔道連盟
朝日新聞社　講道館　日本武道館
フジテレビ　東京都柔道連盟

E この大会は平成15年度から「E18　講道館杯全日本柔道体重別選手権大会（男子）」と共催になりました。

E06 全日本女子柔道教科選手選考会　平成4年度 H4.10.25 講道館 全日本柔道連盟 講道館
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E06 全日本女子柔道強化選手選考会　平成5年度 H5.10.16 講道館 全日本柔道連盟 講道館

E07 紅白試合（春季・秋季）

E07 秋季大紅白勝負番組 明治40年 M40.11.10 講道館 講道館

E07 春季紅白勝負番組 明治45年 M45.5.19 講道館 講道館

E07 秋季紅白試合初段番組 大正13年 T13.10.12 講道館 講道館

E07 秋季紅白試合二段番組 大正13年 T13.10.19 講道館 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和28年 S28.10.18 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和29年 S29.5.23 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和29年 S29.10.17 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和30年 S30.5.22 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和30年 S30.10.16 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和31年 S31.5.20 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組　昭和31年　（校正用？） S31.10.21 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和32年 S32.5.19 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和32年 S32.10.21 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和33年 S33.5.18 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和33年 S33.10.12 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和34年 S34.5.17 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和34年 S34.10.11 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和35年 S35.5.22 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和35年 S35.10.16 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和36年 S36.5.21 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和36年 S36.10.15 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和37年 S37.5.20 講道館
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E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和37年 S37.10.28 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和38年 S38.10.20 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和39年 S39.5.17 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和39年 S39.10.4 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和40年 S40.5.23 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和40年 S40.10.17 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和41年 S41.5.15 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和41年 S41.10.16 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和42年 S42.5.21 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和42年 S42.10.15 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和43年 S43.5.19 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和43年 S43.10.20 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和44年 S44.5.11 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組　昭和44年　（校正用？） S44.10.19 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和45年 S45.5.17 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和45年 S45.10.18 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和46年 S46.5.16 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和46年 S46.10.17 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和47年 S47.5.21 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和47年 S47.10.15 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和48年 S48.5.20 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和48年 S48.10.14 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和49年 S49.10.13 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和49年 S49.5.19 講道館
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E07 春季有段者紅白試合番組  昭和50年 S50.5.18 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和50年 S50.10.12 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和51年 S51.5.16 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和51年 S51.10.17 講道館

E07 春季有段者紅白試合番組  昭和52年 S52.5.15 講道館

E07 秋季有段者紅白試合番組  昭和55年 S55.10.19 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  昭和60年 S60.10.27 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  昭和61年 S61.10.26 講道館

E07 講道館春季紅白試合  昭和62年 S62.5.17 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  昭和62年 S62.10.25 講道館

E07 講道館春季紅白試合  昭和63年 S63.5.15 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成2年 H2.10.21 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成3年 H3.5.12 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成3年 H3.10.20 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成4年 H4.6.7 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成4年 H4.10.18 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成5年 H5.6.6 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成5年 H5.10.17 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成6年 H6.6.5 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成6年 H6.10.16 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成7年（この紅白試合から女子の部が開催される） H7.6.4 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成7年 H7.10.22 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成8年 H8.6.9 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成8年 H8.10.20 講道館
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E07 講道館春季紅白試合　平成9年 H9.6.8 講道館大道場

E07 講道館秋季紅白試合  平成9年 H9.10.19 講道館  (大道場)

E07 講道館春季紅白試合　平成10年 1998.6.7 講道館大道場 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成10年 H10.10.18 講道館大道場 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成11年 H11.5.30 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成11年 H11.10.17 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成12年 H12.6.4 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成12年 H12.10.29 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成13年 H13.6.3 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成13年 H13.10.28 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成14年 H14.6.2 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成14年 H14.10.20 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成15年 H15.6.1 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成15年 H15.10.12 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成16年 H16.6.6 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成16年　（男子の部、女子の部ともに記録あり） H16.10.10 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成17年 H17.6.5 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成17年 H17.10.9 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成18年 H18.6.4 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成18年 H18.10.1 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成19年 H19.6.3 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成19年 H19.10.21 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成20年 H20.6.1 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成20年 試合記録 H20.6.1 講道館 講道館
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E07 講道館秋季紅白試合  平成20年 H20.10.19 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成21年 H21.6.7 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成21年 H21.10,18 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成22年 H22.5.30 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成22年 H22.10.17 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成23年 H23.6.5 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成23年 H23.10.16 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合  平成24年 H24.5.20 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合  平成24年 H24.10.14 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成25年 H25.5.19 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成25年 H25.10.13 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成26年 H26.6.1 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成26年 H26.10.5 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成27年 H27.5.31 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成27年 H27.10.11 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成28年 H28.6.5 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成28年 H28.10.16 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成29年 H29.6.4 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成29年 H29.10.15 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　平成30年 H30.6.3 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　平成30年 H30.10.14 講道館 講道館

E07 講道館春季紅白試合　令和1年 R1.6.2 講道館 講道館

E07 講道館秋季紅白試合　令和1年 R1.10.13 講道館 講道館

E07 講道館紅白試合　　　　令和2年  　　 R2.12.20 講道館 講道館
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E07 講道館秋季紅白試合　令和3年 R3.10.10 講道館 講道館

E07 講道館大阪秋季紅白試合　平成7年　(第1回) H7.12.17 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪前期紅白試合  平成9年 H9.4.20 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期紅白試合  平成9年 H9.12.14 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期紅白試合  平成10年 H10.12.20 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期紅白試合　平成14年 H14.12.15 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期女子紅白試合　平成26年度 H26.12.13 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後記男子紅白試合　平成26年度 H26.12.14 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期女子紅白試合　平成27年度 H27.12.12 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期男子紅白試合　平成27年度 H27.12.13 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期女子紅白試合　平成30年度 H30.12.8 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪後期男子紅白試合　平成30年度 H30.12.16 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E07 講道館大阪男子前期紅白試合　平成31年度 H31.4.21 講道館大阪国際柔道センター 講道館

E08 全国柔道高段者大会

E08 全国柔道高段者大会 S24.5.4 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S25.5.4 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S26.5.4 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国高段者柔道大会 S27.11.22 講道館 講道館

E08 全国柔道高段者大会 S28.5.4 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S29.5.4 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S30.5.4 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S33.5.4 講道館 講道館 全日本柔道連盟　朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S34.5.4 講道館 講道館 全日本柔道連盟　朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S36.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社
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E08 全国柔道高段者大会 S37.4.27 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S38.4.27 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S39.4.24 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S40.4.30 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S43.4.27 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S44.4.26 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S46.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S48.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S49.5.4 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S51.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S52.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S53.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S54.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S55.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S56.4.28 講道館 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S57.4.28 川口市立体育武道センター 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S58.4.28 川口市立体育武道センター 講道館 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S59.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S60.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S61.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S62.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 S63.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H3.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H4.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社
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E08 全国柔道高段者大会 H5.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H6.4.28 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H7.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H8.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会 H9.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08
全国柔道高段者大会　平成十年
嘉納治五郎師範歿後六十年祭記念

H10.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十一年 H11.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十二年 H12.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成十三年 H13.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08
全国柔道高段者大会　平成十四年
講道館創立百二十周年記念

H14.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十五年 H15.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十六年 H16.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十七年 H17.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十八年 H18.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会　平成十九年 H19.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十年 H20.4.28 講道館 講道館  朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十一年 H21.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十二年 H22.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十三年 H23.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十四年 H24.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十五年 H25.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十六年 H26.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十七年 H27.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成二十八年 H28.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社
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E08 全国柔道高段者大会  平成二十九年 H29.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成三十一年 H31.4.28 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  平成三十一年 R2.11.29 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全国柔道高段者大会  令和三年 R3.11.3 講道館 講道館 朝日新聞社

E08 全日本柔道高段者会　親善柔道大会　第1回 S37.8.31 講道館 全日本柔道高段者会

E08 柔道高段者親善大会　第2回 S38.8.17 講道館 全日本柔道高段者会 講道館

E08 全日本柔道高段者会　親善柔道大会　第3回 S39.11.15 講道館 全日本柔道高段者会

E08 全日本柔道高段者会　柔道高段者大会　第8回 S45.8.9 講道館 全日本柔道高段者会

E08 全日本柔道高段者大会　第9回 S46.8.8 講道館 全日本柔道高段者会

E08 全日本柔道高段者大会　第17回 S54.8.5 講道館 全日本柔道高段者会

E08
国際試合強化選手選考会
世界ジュニア柔道選手権日本代表選手

S58.4.9-10 国士館大学武道館 全日本柔道連盟 講道館

E08
国際試合強化選手選考会
(ロサンゼルス五輪第1次選考会)

S59.4.8 講道館 全日本柔道連盟 講道館

E09 嘉納治五郎杯・グランドスラム（2009年より改名）

E09 1978嘉納治五郎杯国際柔道大会 1978.11.23-26 日本武道館
講道館  全日本柔道連盟
朝日新聞社

文部省  外務省  日本体育協会
東京都  日本武道館  テレビ朝日
 朝日イブニングニュース社

E09 1982嘉納治五郎杯国際柔道大会 1982.11.11-14 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟
文部省  外務省  日本体育協会
東京都  日本武道館  朝日新聞社

E09 1986嘉納治五郎杯国際柔道大会 1986.10.31-11.1 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟
文部省  外務省  日本体育協会
東京都  日本武道館  朝日新聞社

E09 1990嘉納治五郎杯国際柔道大会 1990.11.30-12.2 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部省  日本体育協会
日本オリンピック委員会
日本武道館  朝日新聞社

E09 1992嘉納治五郎杯国際柔道大会 1992.11.28-29 東京体育館 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部省  東京都
日本体育協会  日本オリンピック委員会
日本武道館  ＮＨＫ  朝日新聞社

E09 1994嘉納治五郎杯国際柔道大会 1994.11.25-27 千葉・幕張イベントホール 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部省  日本体育協会
日本オリンピック委員会  ＮＨＫ
 朝日新聞社

E09 1994嘉納治五郎杯国際柔道大会　公式記録 1994.11.25-27 講道館　全日本柔道連盟
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E09 1996嘉納治五郎杯国際柔道大会 1996.11.22-24 東京体育館 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部省  日本体育協会
日本オリンピック委員会
日本武道館  ＮＨＫ  朝日新聞社

E09 1996嘉納治五郎杯国際柔道大会　公式記録 1996.11.22-24 講道館　全日本柔道連盟

E09 1999嘉納治五郎杯国際柔道大会 1999.1.9-10 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部省  東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会
日本武道館  NHK  朝日新聞社

E09 1999嘉納治五郎杯国際柔道大会　公式記録 1999.1.9-10 講道館　全日本柔道連盟

E09 2001嘉納治五郎杯国際柔道大会 2001.1.14 日本武道館 講道館  全日本柔道連盟
外務省  文部科学省  東京都
日本体育協会  日本オリンピック委員会
日本武道館  NHK  朝日新聞社

E09 2003嘉納治五郎杯国際柔道大会 2003.1.11-12 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟
外務省　文部科学省　日本体育協会
日本オリンピック委員会
日本武道館　NHK　朝日新聞社

E09 2005嘉納治五郎杯国際柔道大会 2005.1.9 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟

特別後援：朝日新聞社、
後援：外務省　文部科学省
日本体育協会　日本武道館
日本オリンピック委員会　NHK

E09 2006嘉納治五郎杯国際柔道大会　公式記録あり 2006.1.14-15 日本武道館 講道館　全日本柔道連盟

特別後援：朝日新聞社、
後援：文部科学省　外務省
日本体育協会　日本オリンピック委員会
日本武道館　NHK

E09 2007嘉納治五郎杯東京国際柔道大会 2007ワールドグランプリ 2007.12.7-9 東京体育館 講道館  全日本柔道連盟
特別後援：テレビ東京  朝日新聞社
後援：文部科学省  外務省  東京都
日本体育協会  日本オリンピック委員会

E09 2008嘉納治五郎杯東京国際柔道大会 2008ワールドグランプリ 2008.12.12-14 東京体育館 講道館  全日本柔道連盟
特別後援：テレビ東京  朝日新聞社
後援：文部科学省  外務省  東京都
日本体育協会  日本オリンピック委員会

E ※2009年より、グランドスラムに改名

E09 2009グランドスラム東京国際柔道大会 2009.12.11-13 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  東京都
日本体育協会  日本オリンピック委員会
朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2010 2010.12.11-13 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2011 2011.12.9-11 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社
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E09 柔道グランドスラム東京2012 2012.11.30-12.2 国立代々木競技場第一体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2013 2013.11.29-12.1 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2014 2014.12.5-7 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2015 2015.12.4-6 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京2016 2016.12.2-4 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム東京201７ 2017.12.2-3 東京体育館 全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E09 柔道グランドスラム大阪2019 2019.11.22-24
大阪市中央体育館
丸善インテックアリーナ大阪

全日本柔道連盟

特別後援：テレビ東京  講道館
後援：文部科学省  外務省  観光庁
東京都  日本体育協会
日本オリンピック委員会  朝日新聞社

E10 高校（1）高校総体・インターハイ

E10 全国高等学校柔道大会  第1回 S27.8.2-3 茨城県総合グランド体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
茨城県教育委員会

文部省  朝日新聞社  茨城県
茨城県体育協会  水戸市
水戸市体育協会

E10 全国高等学校柔道大会  第2回 S28.7.25-26 大阪府立体育会館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
大阪府教育委員会

文部省  大阪市教育委員会  朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会  第3回 S29.7.31-8.1 栃木県日光市公会堂
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
栃木県教育委員会

文部省  栃木県  日光市  朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会  第4回 S30.8.6-7 大分県体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
栃木県教育委員会

文部省  九州高等学校体育連盟  大分県
大分県体育協会  大分県柔道連盟  大分
市  別府市  朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会  第5回 S31.8.4-5 山形県体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  山形県
教育委員会  山形市教育委員会

文部省  山形県体育協会
朝日新聞社
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E10 全国高等学校柔道大会  第6回 1957.8.3-4 天理大学体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  奈良県
教育委員会  天理市教育委員会

文部省  奈良県体育運動連盟
朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会報告書  第6回 1957.8.3-4 天理大学体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  奈良県
教育委員会  天理市教育委員会

文部省  奈良県体育運動連盟
朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会  第7回 1958.8.9-10 岐阜市民センター

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  岐阜県
教育委員会  岐阜市
岐阜市教育委員会

文部省  岐阜県体育協会
 朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会報告書  第7回 S33.8.9-10 岐阜市民センター

E10 全国高等学校柔道大会  第8回 S34.8.8-9 福岡スポーツセンター
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  福岡県
教育委員会  福岡市教育委員会

文部省  福岡県体育協会

E10 全国高等学校柔道大会報告書  第8回 S34.8.8-9 福岡スポーツセンター
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  福岡県
教育委員会  福岡市教育委員会

文部省  福岡県体育協会

E10 全国高等学校柔道大会  第9回 1960.8.6-7 札幌市中島スポーツセンター
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  北海道教
育委員会  札幌市教育委員会

文部省  朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会報告書  第9回 1960.8.6-7 札幌市中島スポーツセンター

E10 全国高等学校柔道大会　第10回 1961.8.5-7 鳥取市立体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　鳥取県
教育委員会　鳥取市教育委員会

文部省　朝日新聞社

E10 全国高等学校柔道大会報告書　第10回 1961.8.5-7 鳥取市立体育館

E10 全国高等学校柔道大会　第11回 1962.8.4-6 新潟市体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　新潟県
教育委員会　新潟市教育委員会

文部省　朝日新聞社

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和42年度
全国高等学校柔道大会  第16回

S42

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  富山県
富山県教育委員会  高岡市
高岡市教育委員会

文部省  NHK  富山県体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和44年度
全国高等学校柔道大会  第18回

S44

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  群馬県
群馬県教育委員会  渋川市
渋川市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
 群馬県体育協会
 渋川市体育協会  伊香保町

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和46年度
全国高等学校柔道大会  第20回

S46

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  愛媛県
愛媛県教育委員会  松山市
松山市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
愛媛県体育協会
松山市体育協会
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E10
全国高等学校総合体育大会 昭和46年度
全国高等学校柔道大会 報告書  第20回

S46.8.2-4

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  愛媛県
愛媛県教育委員会  松山市
松山市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
愛媛県体育協会
松山市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和47年度
全国高等学校柔道大会  第21回

S47.8.2-4 山形県鶴岡市体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  山形県
山形県教育委員会  鶴岡市
鶴岡市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
山形県体育協会
鶴岡市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和48年度
全国高等学校柔道大会  第22回

S48.8.2-4 三重県立名張高等学校体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  三重県
三重県教育委員会  名張市
名張市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
三重県体育協会
名張市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和49年度
全国高等学校柔道大会  第23回

S49.8.2-4 飯塚市体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  福岡県
福岡県教育委員会  飯塚市
飯塚市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
福岡県体育協会
飯塚市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和50年度
全国高等学校柔道大会 報告書  第24回

S50.8.5-7 日本武道館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  東京都
東京都教育委員会

文部省  日本体育協会
日本武道館  NHK
東京都体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和51年度
全国高等学校柔道大会  第25回

1976.8.2-4 長野東高等学校体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  長野県
長野県教育委員会
長野市  長野市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
長野県体育協会
長野市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和51年度
全国高等学校柔道大会  第25回  報告書

1976.8.2-4 長野東高等学校体育館

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和54年度
全国高等学校柔道大会  第28回

1979.8.2-4 伊香体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  滋賀県
滋賀県教育委員会
伊香郡町村会  木之本町
伊香郡四ヶ町教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
滋賀県体育協会
伊香郡体育協会
木之本町体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和55年度
全国高等学校柔道大会　第29回

S55.8.2-4 徳島県鳴門総合運動公園武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　徳島県
徳島県教育委員会　鳴門市
鳴門市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
徳島県体育協会　鳴門市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和55年度
全国高等学校柔道大会  第29回  成績報告書

S55.8.2-4 徳島県鳴門総合運動公園武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  徳島県
徳島県教育委員会  鳴門市
鳴門市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
徳島県体育協会  鳴門市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和56年度
全国高等学校柔道大会　第30回

S56.8.2-4 千葉県総合運動場武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　千葉県
千葉県教育委員会　千葉市
千葉市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
千葉県体育協会　千葉市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和56年度
全国高等学校柔道大会  第30回  成績報告書

S56.8.2-4 千葉県総合運動場武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  千葉県
千葉県教育委員会  千葉市
千葉市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
千葉県体育協会  千葉市体育協会
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E10
全国高等学校総合体育大会 昭和58年度
全国高等学校柔道大会  第32回

S58.8.7-9 名古屋市露橋スポーツセンター

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  愛知県
愛知県教育委員会  名古屋市
名古屋市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
愛知県体育協会
名古屋市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和60年度
全国高等学校柔道大会  第34回  成績報告書

S60.8.1-4 津幡町総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  石川県
石川県教育委員会  津幡町
津幡町教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
石川県体育協会  津幡町体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会 昭和61年度
全国高等学校柔道大会  第35回  成績報告書

S61.8.2-4 徳山市体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  山口県
山口県教育委員会  徳山市
徳山市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
山口県体育協会
 徳山市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成8年度
全国高等学校柔道大会成績報告書　第45回

H8.8.9-12 山梨県立小瀬スポーツ公園 武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  山梨県
山梨県教育委員会
甲府市甲府市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
山梨県体育協会  甲府市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会  平成9年度
全国高等学校柔道大会  第46回

H9.8.7-10 城陽市民体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  京都府
京都府教育委員会  城陽市
城陽市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
 京都府体育協会  城陽市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会  平成9年度
全国高等学校柔道大会成績報告書  第46回

H9.8.7-10 城陽市民体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  京都府
京都府教育委員会  城陽市
城陽市教育委員会

文部省  日本体育協会  NHK
京都府体育協会  城陽市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成10年度
全国高等学校柔道大会成績報告書　第47回

H10.8.7-10 高松市総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　香川県
香川県教育委員会　高松市
高松市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
香川県体育協会　高松市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成11年度
大会ガイドブック

H11.8.1-20 岩手県
全国高等学校体育連盟
岩手県　岩手県教育委員会
関係競技種目別全国統括団体

文部省　日本体育協会　日本放送協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成11年度
全国高等学校柔道大会　第48回

H11.8.9-12 盛岡市アイスアリーナ

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　岩手県
岩手県教育委員会　盛岡市
盛岡市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
岩手県体育協会　盛岡市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成11年度
全国高等学校柔道大会記録報告書　第48回

H11.8.9-12 盛岡市アイスアリーナ

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　岩手県
岩手県教育委員会　盛岡市
盛岡市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
岩手県体育協会　盛岡市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成12年度
全国高等学校柔道大会　第49回

H12.8.8-11 関市総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　岐阜県
岐阜県教育委員会　関市
関市教育委員会

文部省　日本体育協会　NHK
岐阜県体育協会　関市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成13年度
全国高等学校柔道大会　第50回

H13.8.9-12 山鹿市総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　熊本県
熊本県教育委員会　山鹿市
山鹿市教育委員会

文部科学省　日本体育協会　NHK
熊本県体育協会　山鹿市体育協会
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E10
全国高等学校総合体育大会　平成14年度
全国高等学校柔道大会　第51回

H14.8.8-11 鹿嶋市立カシマスポーツセンター

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　茨城県
茨城県教育委員会　鹿嶋市
鹿嶋市教育委員会

文部科学省　日本体育協会　NHK
茨城県体育協会　鹿嶋市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成14年度
全国高等学校柔道大会記録報告書　第51回

H14.8.8-11 鹿嶋市立カシマスポーツセンター

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　茨城県
茨城県教育委員会　鹿嶋市
鹿嶋市教育委員会

文部科学省　日本体育協会　NHK
茨城県体育協会　鹿嶋市体育協会

E10 全国高等学校総合体育大会　平成14年度　大会報告書 H14.8 鹿島市

E10
全国高等学校総合体育大会　平成15年度
全国高等学校柔道大会　第52回

H15.8.9-12 諌早市小野体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　長崎県
長崎県教育委員会　諫早市
諫早市教育委員会

文部科学省　日本体育協会　NHK
長崎県体育協会　諫早市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成16年度
全国高等学校柔道大会　第53回

H16.7.31-8.4 呉市総合体育館（オークアリーナ）

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　広島県
広島県教育委員会　呉市
呉市教育委員会

文部科学省　日本体育協会　NHK
広島県体育協会　呉市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成17年度
全国高等学校柔道大会　第54回 （男子団体速報あり）

H17.8.1-5 成田市体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　千葉県
千葉県教育委員会　成田市
成田市教育委員会

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　千葉県体育協会
成田市体育協会

E10 全国高等学校総合体育大会　平成17年度　記録報告書 H17.8 成田市

E10
全国高等学校総合体育大会　平成18年度
全国高等学校柔道大会　第55回

H18.8.8-12 堺市金岡公園体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　大阪府
大阪府教育委員会　堺市
堺市教育委員会

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　大阪体育協会
堺体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会  平成19年度
全国高等学校柔道大会  第56回

H19.8.8-12 基山町総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  佐賀県
佐賀県教育委員会  基山町
基山町教育委員会

文部科学省  日本体育協会
日本放送協会  佐賀県体育協会
基山町体育協会

E10 全国高等学校総合体育大会  平成19年度  記録報告書 H19.8 基山町

E10
全国高等学校総合体育大会  平成20年度
全国高等学校柔道大会  第57回

H20.8.5-9 埼玉県立武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  埼玉県
埼玉県教育委員会  上尾市
上尾市教育委員会

文部科学省  日本体育協会
日本放送協会  埼玉県体育協会
上尾市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会  平成21年度
全国高等学校柔道大会  第58回

H21.8.8-12 天理大学杣之内第一体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟  奈良県
奈良県教育委員会  天理市
天理市教育委員会

文部科学省  日本体育協会
日本放送協会  奈良県体育協会
天理市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会  平成23年度
全国高等学校柔道大会  第60回

H23.8.9-13 秋田県立武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　秋田県
秋田県教育委員会　秋田市
秋田市教育委員会　毎日新聞社

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　秋田県体育協会
秋田市体育協会
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E10
全国高等学校総合体育大会  平成24年度
全国高等学校柔道大会  第61回

H24.8.2-6 アルビス小杉総合体育センター

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　富山県
富山県教育委員会　射水市
射水市教育委員会　毎日新聞社

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　富山県体育協会
射水市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成25年度
全国高等学校柔道大会　第62回

H25.8.7-11 福岡市民体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　福岡県
福岡県教育委員会　福岡市
福岡市教育委員会

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　福岡県体育協会
福岡市スポーツ協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成26年度
全国高等学校柔道大会　第63回

H26.8.2-8.6 成田市中台運動公園体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　千葉県
千葉県教育委員会　成田市
成田市教育委員会

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　千葉県体育協会
成田市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成27年度
全国高等学校柔道大会　第64回

H27.8.8-12 天理大学杣之内第一体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　奈良県
奈良県教育委員会　天理市
天理市教育委員会

文部科学省　日本体育協会
日本放送協会　奈良県体育協会
天理市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成28年度
全国高等学校柔道大会　第65回

H28.7.30-8.3 島根県立浜山体育館
全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　島根県
島根県教育委員会　出雲市

スポーツ庁　日本体育協会
日本放送協会　島根県体育協会
出雲市教育委員会　出雲市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成29年度
全国高等学校柔道大会　第66回

H29.8.8-8.12 福島県郡山総合体育館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　福島県
福島県教育委員会　郡山市
郡山市教育委員会

スポーツ庁　日本体育協会
日本放送協会　福島県体育協会
郡山市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　平成30年度
全国高等学校柔道大会　第67回

H30.8.8-8.12
津市産業・スポーツセンター
サオリーナ

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　三重県
三重県教育委員会　津市
津市教育委員会

スポーツ庁　日本スポーツ協会
日本放送協会　三重県体育協会
津市スポーツ協会

E10
全国高等学校総合体育大会　令和元年度
全国高等学校柔道大会　第68回

R1.8.9-13 鹿児島アリーナ

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　鹿児島県
鹿児島県教育委員会　鹿児島市
鹿児島市教育委員会

スポーツ庁　日本スポーツ協会
日本放送協会　鹿児島県体育協会
鹿児島市体育協会

E10
全国高等学校総合体育大会　令和3年度
全国高等学校柔道大会　第70回

R.3.8.8-12 長野市真島総合スポーツアリーナ

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟　長野県
長野県教育委員会　長野市
長野市教育委員会

スポーツ庁　日本スポーツ協会　ＮＨＫ
長野県スポーツ協会
長野市スポーツ協会

E11 高校（2）選手権・金鷲旗大会　ほか

E11 全国高等学校柔道選手権大会 放送事業報告書  第1回-第3回

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第2回 S55.3.20 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
テレビ朝日系列ほか11社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社
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E11 全国高等学校柔道選手権大会  第4回 S57.3.21 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第5回 S58.3.21 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会 放送事業報告  第5回

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第6回 S59.3.20 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第7回 S60.3.21 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会 第8回 /
全国高等学校女子柔道体重別選手権大会 第1回

S61.3.20-21 講道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会 第9回 /
全国高等学校女子柔道体重別選手権大会 第2回

S62.3.20-21 講道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第12回 H2.3.20-21 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟3１社(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第14回 H4.3.19-20 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟32社(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第15回 H5.3.19-20 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟31社(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社
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E11 全国高等学校柔道選手権大会  第16回 H6.3.20-21 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権放送
加盟31社(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第17回 H7.3.20-21 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  全国高等
学校 柔道選手権放送加盟31社
(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第18回 H8.3.19-20 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  全国高等
学校 柔道選手権放送加盟31社
(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第19回 H9.3.19-20 東京武道館  日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  全国高等
学校 柔道選手権放送加盟31社
(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第20回記念大会
内閣総理大臣杯争奪

H10.3.20-21 東京武道館 / 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  全国高等
学校 柔道選手権放送加盟31社
(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第21回　内閣総理大臣杯争奪 H11.3.20-21 東京武道館/日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  全国高等
学校 柔道選手権放送加盟31社
(代表幹事社 テレビ朝日)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第22回
全日本柔道連盟創立50周年記念  内閣総理大臣杯争奪

H12.3.20-21 日本武道館 / 講道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟  テレビ朝
日
全国高等学校柔道選手権大会放
送
加盟31社

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第23回  内閣総理大臣杯争奪 H13.3.19-20 東京武道館 / 日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権大会放
送
加盟31社（代表  テレビ朝日）

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第24回　内閣総理大臣杯争奪 H14.3.20-21 東京武道館/日本武道館

全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
全国高等学校柔道選手権大会放
送
加盟31社（代表  テレビ朝日）

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第25回　内閣総理大臣杯争奪 H15.3.20-21 東京武道館 / 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟
テレビ朝日

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

37 / 194 ページ



E11
全国高等学校柔道選手権大会　第26回　内閣総理大臣杯争奪
（試合結果あり）

H16.3.19-20 東京武道館 / 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第27回　内閣総理大臣杯争奪 H17.3.19-20 東京武道館 / 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会　第28回　内閣総理大臣杯争奪
（試合結果あり）

H18.3.21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会　第29回　内閣総理大臣杯争奪
（試合結果あり）

H19.3.21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第30回記念大会
内閣総理大臣杯争奪 （試合結果あり）

H20.3.20 日本武道館
全国高等学校体育連盟柔道部
全日本柔道連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第31回  内閣総理大臣杯争奪
（試合結果あり）

H21.3.20 日本武道館
全国高等学校体育連盟柔道部
全日本柔道連盟

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館
朝日新聞社  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第32回  内閣総理大臣杯争奪  H22.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第33回  内閣総理大臣杯争奪
（東日本大震災の影響で中止）

H23.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11 全国高等学校柔道選手権大会  第34回  内閣総理大臣杯争奪  H24.3.19-20 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11
全国高等学校柔道選手権大会  第35回  内閣総理大臣杯争奪
(試合結果あり)

H25.3.19-20 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11
全国高等学校柔道選手権大会　第36回　内閣総理大臣杯争奪
 (試合結果あり）

H26.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第37回　内閣総理大臣杯争奪 H27.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

文部科学省  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第38回　内閣総理大臣杯争奪 H28.3.19-20 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

スポーツ庁  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK
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E11 全国高等学校柔道選手権大会　第39回　内閣総理大臣杯争奪 H29.3.19-20 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

スポーツ庁  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11 全国高等学校柔道選手権大会　第40回　内閣総理大臣杯争奪 H30.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

スポーツ庁  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11
全国高等学校柔道選手権大会　第41回　内閣総理大臣杯争奪
（試合結果あり）

H31.3.20-21 日本武道館
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

スポーツ庁  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11
全国高等学校柔道選手権大会　第42回　内閣総理大臣杯争奪
（新型コロナウィルスのため中止）

R02.3.21-22 ALSOKぐんまアリーナ
全日本柔道連盟
全国高等学校体育連盟

スポーツ庁  東京都教育委員会
日本武道館  講道館  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社  NHK

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第2回 S46.8.24 日本武道館

全国高等学校体育連盟  全日本柔
道連盟   東京都教育委員会  全国
高等学校定時制通信制教育振興
会

文部省  日本放送協会
日本武道館  講道館
日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第3回 S47.8.22 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  日本放送協会  講道館
日本武道館

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第4回 S48.8.26 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  日本放送協会  講道館
日本武道館

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第5回 S49.8.25 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  日本放送協会  講道館
日本武道館

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第6回 S50.8.24 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  日本放送協会  講道館
日本武道館

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第10回 S54.8.19 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本放送協会  講道館
日本武道館  東京都体育協会  全国定通
高等学校長会  全国高等学校定時制通信
制教頭協会  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  10周年記念誌 S54.8

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第11回 S55.8.17 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本放送協会  講道館
日本武道館  東京都体育協会  全国定通
高等学校長会  全国高等学校定時制通信
制教頭協会  日刊スポーツ新聞社

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第13回 S57.8.16 日本武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館  日本武道館
日刊スポーツ新聞社  東京都体育協会
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E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第14回 S58.8.13 日本武道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館  日本武道館
日刊スポーツ新聞社  東京都体育協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第26回 H7.8.20 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会　講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第27回 H8.8.18 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第28回 H9.8.17 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第29回 H10.8.23 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第30回記念 H11.8.22 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第31回 H12.8.6 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会  第32回　平成13年度 H13.8.8 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会
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E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第33回　平成14年度 H14.8.3 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部省  労働省  日本体育協会
日本放送協会  講道館
日本武道館　日刊スポーツ新聞社
東京都体育協会　全国定時制通信制
高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第36回　平成17年度 H17.8.6 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省  厚生労働省  日本体育協会
NHK  講道館  日本武道館  日刊スポーツ
新聞社  東京都体育協会  全国定時制通
信制高等学校長会  全国高等学校定時制
通信制教頭協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第39回　平成20年度 H20.8.10 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
　NHK　講道館　日本武道館　日刊スポー
ツ新聞社　東京都体育協会　全国定時制
通信制高等学校長会　全国高等学校定時
制通信制教頭協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時制通信制柔道大会　第42回　平成23年度 H23.8.7 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第43回　平成24年度 H24.8.5 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第44回　平成25年度 H25.8.4 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第45回　平成26年度 H26.8.10 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第46回　平成27年度 H27.8.2 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会
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E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第47回　平成28年度 H28.8.7 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第48回　平成29年度 H29.8.6 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　厚生労働省　日本体育協会
NHK　講道館　日本武道館　日刊スポーツ
新聞社　東京都体育協会　全国定時制通
信制高等学校長会　全国高等学校定時制
通信制教頭・副校長協会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第49回　平成30年度 H30.8.5 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　スポーツ庁　厚生労働省
日本体育協会　NHK　講道館　日本武道
館　日刊スポーツ新聞社　東京都体育協
会　全国定時制通信制高等学校長会　全
国高等学校定時制通信制教頭・副校長協
会　石沢奨学会

E11 全国高等学校定時性通信制柔道大会　第50回　令和元年度 R01.8.4 講道館

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会   全国高等学
校定時制通信制教育振興会

文部科学省　スポーツ庁　厚生労働省
　日本体育協会　NHK　講道館　日本武道
館　日刊スポーツ新聞社　東京都体育協
会　全国定時制通信制高等学校長会　全
国高等学校定時制通信制教頭・副校長協
会　石沢奨学会

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S34.7.28 福岡スポーツセンター
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会

西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S38.7.27-28 福岡スポーツセンター
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S39.7.25-26 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S40.7.24-25 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S41.7.23-24 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S42.7.22-23 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S44.7.22-23 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗争奪高校柔道大会 S45.7.22-23 九電記念体育館
九州高等学校体育連盟
九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗高校柔道大会  平成3年度 H3.7.22-24 福岡国際センター 九州柔道協会  西日本新聞社

E11 金鷲旗高校柔道大会　第87回　平成25年 H25.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社

E11 金鷲旗高校柔道大会　第88回　平成26年 H26.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社

E11 金鷲旗高校柔道大会　第89回　平成27年 H27.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社
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E11 金鷲旗高校柔道大会　第90回　平成28年 H28.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社

E11 金鷲旗高校柔道大会　第91回　平成29年 H29.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社

スポーツ庁　全日本柔道連盟
九州各県　同各県教育委員会
福岡市　同市教育委員会
福岡県高等学校体育連盟　テレビ西日本

E11 金鷲旗高校柔道大会　第92回　平成30年 H30.7.21-24 マリンメッセ福岡 九州柔道協会　西日本新聞社

スポーツ庁　全日本柔道連盟　九州各県
同各県教育委員会　福岡市
同市教育委員会　福岡県高等学校
体育連盟　テレビ西日本

E11 金鷲旗高校柔道大会　第93回　令和元年 R1.7.21-24
照葉積水ハウスアリーナ（女子）・
福岡市総合体育館（男子）

九州柔道協会　西日本新聞社

スポーツ庁　全日本柔道連盟　九州各県
同各県教育委員会　福岡市
同市教育委員会　福岡県高等学校体育
連盟　テレビ西日本

E11 全国高等専門学校体育大会要項  第5回 S45.8

E11 全国高等専門学校体育大会  第7回 S47.8.22-24 東京都
全国高等専門学校体育協会
東京都教育委員会

E11 全国高等専門学校体育大会  第30回 H7.8.5 明石中央体育会館 全国高等専門学校体育協会  

文部省　日本体育協会
全日本柔道連盟兵庫県
兵庫県教育委員会　兵庫県体育協会
明石市　明石市教育委員会
東播磨柔道協会　神戸新聞社

E11 全国高等専門学校体育大会  第34回  競技成績報告書

E11 全国高等専門学校体育大会  第39回  柔道競技 H16.8.7 岐阜アリーナ
全国高等専門学校体育協会
全日本柔道連盟

文部科学省　日本体育協会　岐阜県
岐阜県教育委員会　岐阜県体育協会
岐阜市　岐阜市教育委員会  岐阜市体育
協会　岐阜新聞  岐阜放送　十六地域振
興財団  岐阜観光コンベンション協会

E11 全国高等専門学校体育大会  第47回  柔道競技 H24.8.23
キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンター
（メインアリーナ）

全国高等専門学校連合会

文部科学省　日本体育協会
全日本柔道連盟　山口県  山口県教育委
員会  山口県体育協会　周南市  周南市
教育委員会　周南市体育協会　周防大島
町　周防大島町教育委員会　大島郡体育
協会

E11 全国高等専門学校体育大会  第48回  柔道競技 H25.8.24 宮城県武道館 全国高等専門学校連合会

文部科学省　日本体育協会
全日本柔道連盟　宮城県柔道連盟　宮城
県　宮城県教育委員会　仙台市　仙台市
教育委員会　名取市　名取市教育委員会

E11 全国高等専門学校体育大会  第49回  柔道競技 H26.8.30 愛媛県武道館 全国高等専門学校連合会

文部科学省　日本体育協会
全日本柔道連盟　愛媛県柔道協会　愛媛
県　愛媛県教育委員会　松山市　松山市
教育委員会
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E11 全国高等専門学校体育大会  第50回  柔道競技 H27.8.22-23 KIRISHIMAツワブキ武道館 全国高等専門学校連合会

文部科学省　日本体育協会
全日本柔道連盟　宮崎県柔道協会　宮崎
県　宮崎県教育委員会　都城市　都城市
教育委員会　都城市体育協会

E11 全国高等専門学校　女子柔道選手権大会　平成16年度  H16.8.7 岐阜アリーナ 全日本柔道連盟
全国高等専門学校
体育協会柔道競技専門部

E11 全国高等学校親善選抜柔道沖縄大会 1969.12.28 琉球大学体育館
沖縄県高等学校体育連盟
琉球政府文教局  那覇市
琉球新報社

全国高等学校体育連盟
沖縄体育協会  全沖縄高等学校
ＰＴＡ連絡協議会  ＯＨＫ

E11 関東高校柔道大会  第9回 S36.6.11 講道館
関東高校体育連盟
関東柔道連合会  東京都柔道連盟
 東京都教育委員会

朝日新聞社

E11 関東高校柔道大会  第11回 S38.6.9 大宮県営体育館
関東高校体育連盟
関東柔道連合会  東京都柔道連盟
埼玉県教育委員会

埼玉県体育協会  大宮市
大宮市教育委員会  大宮市柔道連盟

E11 関東高校柔道大会  第21回 S48.6.9-10 県立日立商業高等学校体育館

関東高等学校体育連盟
茨城県教育委員会  関東柔道連合
会  東京都柔道連盟  茨城県高等
学校体育連盟  日立市

茨城県体育協会  茨城県
日立市教育委員会  日立市体育協会

E11 関東高等学校柔道大会  第25回 S52.6.4-5 講道館
関東高等学校体育連盟
東京都教育委員会  関東柔道連合
会  東京都高等学校体育連盟

東京都体育協会

E11 関東高等学校柔道大会  第45回　平成9年度 H9.5.30-6.1 千葉県総合運動場武道館

関東高等学校体育連盟
関東柔道連合会　東京都柔道連盟
千葉県教育委員会　千葉市教育委
員会

千葉県体育協会

E11 関東高等学校柔道大会　第47回 H11.6.4-6 茨城県武道館
関東高等学校体育連盟
関東柔道連合会　東京都柔道連盟
茨城県教育委員会

茨城県体育協会　水戸市教育委員会

E11 関東高等学校柔道大会　第50回　平成14年度 H14.6.7-9 東京武道館
関東高等学校体育連盟
東京都教育委員会　関東柔道連合
会　東京都柔道連盟

東京都体育協会

E11 関東高等学校柔道大会　第51回 H15.5.30-6.1
群馬県総合スポーツセンター
ぐんま武道館

関東高等学校体育連盟
関東柔道連合会　東京都柔道連盟
群馬県教育委員会

群馬県体育協会　前橋市
前橋市教育委員会

E11
関東高等学校柔道新人大会 第2回
全国高等学校柔道選手権関東地区大会  昭和54年度

S55.2.11 講道館
関東柔道連合会
東京都柔道連盟  関東高等学校体
育連盟  テレビ朝日

東京都教育委員会
東京都高等学校体育連盟  日本武道館
講道館  日本柔道育英学会  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社
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E11
関東高等学校柔道新人大会 第7回
全国高等学校柔道選手権関東地区大会

S60.2.11 講道館
関東柔道連合会
東京都柔道連盟  関東高等学校体
育連盟  テレビ朝日  山梨放送

東京都教育委員会
東京都高等学校体育連盟  日本武道館
講道館  日本柔道育英学会  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E11 東京都高校対抗柔道大会 兼 全国並関東高校柔道大会都予選会 S30.6.5 講道館
東京都高等学校体育連盟
東京都教育委員会

東京都柔道連盟  朝日新聞社

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成24年度 H24.4.8
大阪府立門真スポーツセンター
なみはやドームサブアリーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成26年度 H26.4.13
大阪府立門真スポーツセンター
なみはやドームサブアリーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成27年度 H27.4.12
大阪府立門真スポーツセンター
なみはやドームサブアリーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成28年度 H28.4.10
大阪府立門真スポーツセンター
なみはやドームサブアリーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成29年度 H29.4.9
大阪府立門真スポーツセンター
東和薬局RACTABドームサブア
リーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成30年度 H30.4.15
大阪府立門真スポーツセンター
東和薬局RACTABドームサブア
リーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府
大阪市　大阪市教育委員会
大阪体育協会　大阪市体育協会

E11 全日本カデ柔道体重別選手権大会　平成31年度 H31.4.14
大阪府立門真スポーツセンター
東和薬局RACTABドームサブア
リーナ

全日本柔道連盟
講道館　朝日新聞社　大阪府　大阪市
大阪市教育委員会　大阪府スポーツ協会
大阪市体育協会

E11
全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会
柔道大会　第22回（平成26年）

H26.8.26 講道館
全国高等学校長協会体育部会
全国高等学校体育学科・
コース連絡協議会

講道館
東京都高等学校体育連盟柔道部

E11
全国高等学校体育学科・コーススポーツ大会
柔道大会　第25回（平成29年）

H29.8.25 講道館
全国高等学校長協会体育部会
全国高等学校体育学科・
コース連絡協議会

講道館
東京都高等学校体育連盟柔道部

E12 学生（1）全日本学生柔道選手権・早慶・正力杯

E12 全日本学生柔道体重別選手権大会  第1回 S57.6.5-6 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省  東京都教育委員会  全日本柔道
連盟  日本武道館

E12 正力松太郎杯  全日本学生柔道体重別選手権大会  第2回 S58.6.4-5 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省  東京都教育委員会  日本武道館

E12 正力松太郎杯  全日本学生柔道体重別選手権大会  第3回 S59.6.2 日本武道館
第3回全日本学生柔道体重別選手
権大会組織委員会  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省  東京都教育委員会  日本武道館
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E12
正力松太郎杯  全日本学生柔道体重別選手権大会  第4回　/
全日本学生女子柔道大会  第1回

S60.10.12-13 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省  東京都教育委員会
日本武道館  東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第5回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第2回

S61.10.11-12 日本武道館
全日本学生柔道連盟　読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第6回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第3回

S62.10.3-4 日本武道館
全日本学生柔道連盟　読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第7回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第4回

S63.10.8-9 日本武道館 日本学生柔道連盟
文部省　東京都教育委員会
全日本柔道連盟　日本武道館

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第8回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第5回

H1.10.7-8 日本武道館 日本学生柔道連盟
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第9回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第6回

H2.10.6-7 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第10回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第7回

H3.10.5 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第11回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会 第8回

H4.6.27-28 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第12回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第9回

H5.6.26-27 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第13回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第10回

H6.6.25-26 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第14回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第11回

H7.6.24-25 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第15回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会 第12回

H8.6.22-23 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第16回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第13回

H9.6.21-22 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第17回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第14回

H10.6.20-21 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第18回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第15回

H11.10.2-3 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第19回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第16回

H12.10.7-8 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
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E12
正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会　第20回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第17回

H13.10.6-7 日本武道館
日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

文部科学省　東京都教育委員会
日本武道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟　講道館

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会　第21回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第18回

H14.6.22-23 日本武道館 全日本学生柔道連盟　朝日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会
日本武道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟　講道館

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会　第22回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第19回

H15.10.4-5 日本武道館 全日本学生柔道連盟　朝日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会
日本武道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟　講道館

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会　第23回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第20回

H16.10.2-3 日本武道館 全日本学生柔道連盟　朝日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　講道館　全日本柔道連盟　東京都
柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会　第24回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第21回

H17.10.1-2 日本武道館 全日本学生柔道連盟　朝日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会
日本武道館　講道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会　第25回　/
全日本学生女子柔道体重別選手権大会　第22回

H18.10.14-15 日本武道館 全日本学生柔道連盟　朝日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会
日本武道館　講道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会  第26回   /
全日本学生女子柔道体重別選手権大会  第23回

H19.10.13-14 日本武道館 全日本学生柔道連盟  朝日新聞社
文部科学省  東京都教育委員会  日本武
道館 講道館  全日本柔道連盟   東京都
柔道連盟 テレビ東京

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成20年度
男子27回 女子24回

H20.10.11-12 日本武道館 全日本学生柔道連盟・朝日新聞社
文部科学省  東京都教育委員会  日本武
道館 講道館  全日本柔道連盟   東京都
柔道連盟 テレビ東京

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成21年度
男子28回 女子25回

H21.10.11-12 日本武道館 全日本学生柔道連盟・朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟 日本ＢＳ放送

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成22年度
男子29回 女子26回

H22.10.9-10 日本武道館 全日本学生柔道連盟・朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成23年度
 男子30回 女子27回

H23.10.8-9 日本武道館 全日本学生柔道連盟・朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成24年度
男子31回 女子28回

H24.9.29-30 日本武道館 全日本学生柔道連盟・朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成25年度
男子32回 女子29回

H25.9.28-29 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成26年度
男子33回 女子30回

H26.9.27-28 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟
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E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成27年度
男子34回 女子31回

H27.10.3-4 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
文部科学省 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成28年度
男子35回 女子32回

H28.10.1-2 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
スポーツ庁 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成29年度
男子36回 女子33回

H29.9.30－10.1 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
スポーツ庁 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 平成30年度
男子37回 女子34回

H30.9.29-30 日本武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
スポーツ庁 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 令和元年度
男子38回 女子35回

R01.9.28-29 秋田県立武道館 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社
スポーツ庁 東京都 日本武道館
講道館 全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道体重別選手権大会 2021年度
男子40回 女子37回

R03.11.25-26 千葉ポートアリーナ 全日本学生柔道連盟 朝日新聞社

スポーツ庁 千葉県　千葉県教育委員会
千葉市　千葉市教育委員会　日本武道館
講道館　全日本柔道連盟
東京都柔道連盟 千葉県柔道連盟

E12
東西学生対抗柔道試合/全日本学生柔道選手権大会　第3回
全日本学生柔道連盟結成記念

S26.10.20-21 大阪ナンバ・大阪球場
全日本学生柔道連盟
毎日新聞社　全日本柔道連盟
講道館

E12 東西学生対抗柔道試合/全日本学生柔道選手権大会　第4回 S27.11.8-9 大阪球場
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
 第5回

S28.11.14-15 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第6回

S29.11.13-14 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第7回

S30.11.12-13 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
 第8回

S31.11.10-11 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第9回

S32.11.9-10 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
 第10回

S33.11.8-9 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
全日本柔道連盟　文部省
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E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第11回

S34.11.14-15 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
全日本柔道連盟  文部省  大阪府
大阪市

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第12回

S35.11.5-6 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
全日本柔道連盟  文部省  大阪府
大阪市

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/全日本学生柔道選手権大会
第13回

S36.11.4-5 大阪府立体育会館
全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
全日本柔道連盟  文部省  大阪府
大阪市

E12 全日本東西学生対抗試合/全日本学生柔道選手権大会  第14回 S37.11.3-4 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/
全日本学生柔道選手権大会(体重別)  第15回

S38.11.9-10 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

E12
全日本東西学生柔道対抗試合/
全日本学生柔道選手権大会(体重別)  第16回

S39.11.7-8 大阪府立中央体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

E12
全日本学生柔道選手権大会(体重別)/
全日本学生柔道東西対抗試合  第17回

S40.11.6-7 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会(体重別)/東西対抗試合  第18回 S41.11.5-6 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会(体重別)/東西対抗試合  第19回 S42.11.4-5 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会(体重別)/東西対抗試合  第20回 S43.11.2-3 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第21回

S44.11.1-2 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第22回

S45.11.7-8 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第23回

S46.11.6-7 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第24回

S47.11.4-5 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第25回

S48.11.3-4 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本東西学生柔道 選手権大会・体重別試合/
東西対抗試合  第26回

S49.11.2-3 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合/体重別試合  第27回 S50.11.1-2 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合/体重別試合  第28回 S51.10.16-17 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合/体重別試合  第29回 S52.10.15-16 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 選手権試合/体重別試合  第30回 S53.10.14-15 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 体重別試合/選手権試合  第31回 S54.10.13-14 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市
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E12 全日本学生柔道選手権大会 体重別試合/選手権試合  第32回 S55.6.14-15 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 全日本柔道連盟  文部省  大阪府  大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会　東西対抗試合/戦主権大会　第34回 S57.11.6-7 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社 全日本柔道連盟　文部省　大阪府　大阪市

E12 全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合/選手権大会  第35回 S58.11.5-6 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  大阪府  大阪市

E12
全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合 第42回 /
全日本学生女子柔道選手権大会 第4回

H2.11.10-11 大阪府立体育会館 日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部省　大阪府　大阪市
大阪府教育委員会
大阪市教育委員会　毎日放送
全日本柔道連盟　近畿柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会 東西対抗試合 第43回 /
全日本学生女子柔道選手権大会 第5回

H3.11.2-3 大阪府立体育会館 日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部省　大阪府　大阪市
大阪府教育委員会
大阪市教育委員会　毎日放送
全日本柔道連盟　近畿柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会 第44回  /
全日本学生女子柔道選手権大会 第6回 /
全日本学生女子柔道優勝大会 第1回

H4.10.3-4 日本武道館 日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部省   東京都教育委員会
日本武道館   全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会 第45回 /
全日本学生女子柔道選手権大会 第7回 /
全日本学生女子柔道優勝大会 第2回

H5.10.2-3 日本武道館 日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部省   東京都教育委員会
日本武道館   全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会 第46回 /
全日本学生女子柔道選手権大会 第8回 /
全日本学生女子柔道優勝大会 第3回

H6.10.1-2 日本武道館 日本学生柔道連盟 毎日新聞社
文部省   東京都教育委員会
日本武道館   全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会　第47回　/
全日本学生女子柔道選手権大会　第9回 /
全日本学生女子柔道優勝大会　第4回

H7.10.7-8 日本武道館 日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省   東京都教育委員会
日本武道館   全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会　第48回　/
全日本学生女子柔道選手権大会　第10回 /
全日本学生女子柔道優勝大会　第5回

H8.10.5-6 日本武道館 日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省   東京都教育委員会
日本武道館   全日本柔道連盟
東京都柔道連盟

E12
全日本学生柔道選手権大会  第49回  /
全日本学生女子柔道選手権大会  第11回  /
全日本学生女子柔道優勝大会   第6回

H9.11.2-3 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部省  大阪府  大阪市
大阪府教育委員会  大阪市教育委員会
全日本柔道連盟  近畿柔道連盟  スポー
ツニッポン新聞社  毎日放送

E12
全日本学生柔道選手権大会  第50回  /
全日本学生女子柔道選手権大会  第12回  /
全日本学生女子柔道優勝大会  第7回

H10.11.7-8 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部省  大阪府  大阪市
大阪府教育委員会  大阪市教育委員会
全日本柔道連盟  近畿柔道連盟  スポー
ツニッポン新聞社  毎日放送

E12 早慶対抗柔道戦  第5回 S28.11.22 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾大学柔道部

読売新聞社  報知新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第6回 S29.11.28 講道館
慶応義塾体育会柔道部
早稲田大学柔道部

読売新聞社  報知新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第7回 S30.11.27 小石川講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾大学柔道部

読売新聞社  報知新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第8回 S31.11.25 講道館
慶応義塾大学柔道部
早稲田大学柔道部

読売新聞社  報知新聞社
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E12 早慶対抗柔道戦  第10回 S33.11.16 講道館
慶応義塾大学柔道部
早稲田大学柔道部

読売新聞社  報知新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第11回 S34.11.22 講道館
早稲田大学体育局柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第12回 S35.11.27 講道館
慶応義塾大学柔道部
早稲田大学柔道部

読売新聞社

E12 早慶対抗柔道戦　第13回 S36.11.26 講道館
早稲田大学柔道部
慶應大学体育会柔道部

読売新聞社

E12 早慶対抗柔道戦　第14回 S37.10.28 講道館
慶應大学体育会柔道部
早稲田大学柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第15回 S38.10.27 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

読売新聞社

E12 早慶対抗柔道戦　第16回 S39.11.26 講道館
慶應大学体育会柔道部
早稲田大学柔道部

読売新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第17回 S40.10.17 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦　第19回 S42.10.15 講道館
早稲田大学柔道部
慶應大学体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦　第21回 S44.10.10 講道館
早稲田大学柔道部
慶應大学体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦　第23回 S46.10.10 講道館
早稲田大学柔道部
慶應大学体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第26回 S49.10.10 講道館
慶応義塾体育会柔道部
早稲田大学柔道部

ｽﾎﾟ-ﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第27回 S50.10.10 講道館
慶応義塾体育会柔道部
早稲田大学柔道部

ｽﾎﾟ-ﾂﾆｯﾎﾟﾝ新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第28回 S51.10.10 講道館
慶応義塾体育会柔道部
早稲田大学柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第29回 S52.10.10 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第30回 S53.10.10 講道館
慶応義塾体育会柔道部
早稲田大学柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第31回 S54.10.10 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第33回 S56.10.10 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第36回 S59.10.10 早稲田大学体育館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

E12 早慶対抗柔道戦  第66回 H26.10.12 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

産経新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  第67回 H27.10.18 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

産経新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  男子第70回　女子第1回 H30.11.17 講道館
早稲田大学柔道部
慶応義塾体育会柔道部

産経新聞社

E12 早慶対抗柔道戦  男子第71回　女子第2回 R1.11.16 講道館
早稲田柔道部
慶応義塾体育会柔道部

産経新聞社
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E12
正力松太郎杯  関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成12年度

H12.9.2-3 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟
読売新聞社

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
正力松太郎杯  関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成13年度

H13.9.1-2 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟
 読売新聞社

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成21年度

H21.9.5-6 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成22年度

H22.9.4-5 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成23年度

H23.9.3-4 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
関東学生柔道体重別選手権大会  /
 関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成24年度

H24.9.1-2 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12
関東学生柔道体重別選手権大会  /
関東学生女子柔道体重別選手権大会  平成25年度

H25.8.31-9.1 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12 関東学生柔道体重別選手権大会（男子53回 女子27回）平成26年度 H26.8.30-31 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12 関東学生柔道体重別選手権大会（男子54回 女子28回）平成27年度 H27.8.29-30 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12 関東学生柔道体重別選手権大会（男子55回 女子29回）平成28年度 H28.8.27-28 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E12 関東学生柔道体重別選手権大会（男子56回 女子30回）平成29年度 H29.8.26-27 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 学生（2）全国国立柔道・東京学生優勝　ほか

E13 日本学生柔道連盟統一記念大会 S63.6.24-26 講道館　日本武道館 日本学生柔道連盟
文部省　全日本柔道連盟
日本武道館　講道館　柔道審議会

E13 全日本大学柔道大会関東予選  創立記念 S58.11.23 川口市武道センター 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 全日本大学柔道連盟設立記念　全日本大学柔道大会 S58.12.4 東京都立小石川高等学校体育館 全日本大学柔道連盟 全日本柔道連盟  講道館

E13 全日本大学柔道大会  第2回 S59.10.20 講道館大道場
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省  講道館

E13 全日本大学柔道大会  第3回 S60.10.5-6 講道館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省  講道館

E13 全日本大学柔道大会　第4回 S61.10.18-19 講道館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省　講道館

E13 全日本大学柔道大会  第5回 S62.10.17-18 講道館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省  講道館

E13 全日本大学柔道体重別選手権大会  第1回 S60.6.23 講道館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省  講道館

E13
全日本大学柔道体重別選手権大会  第2回 /
全日本大学柔道女子体重別選手権大会  第1回

S61.6.15 講道館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟

文部省  講道館

E13
全日本大学柔道体重別選手権大会  第3回 /
全日本大学柔道女子体重別選手権大会  第2回

S62.6.14 大阪府立体育会館
全日本大学柔道連盟
全日本柔道連盟  ｻﾝｹｲ新聞社
 ｻﾝｹｲｽﾎﾟ-ﾂ新聞社

文部省  大阪府
大阪府柔道連盟  近畿柔道連盟
関西ﾃﾚﾋﾞ
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E13 全国国立大学柔道優勝大会　第2回 S35.7.9 講道館 全国国立大学柔道連合会

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第3回 S36.7.9 講道館 全国国立大学柔道連合会

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第4回 S37.7.8 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第5回 S38.7.7 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第6回 S39.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第10回 S43.7.7 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第11回 S44.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第12回 S45.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第13回 S46.7.4 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第15回 S48.7.8 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第16回 S49.7.14 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第17回 S50.7.14 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第18回 S51.7.11 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第19回 S52.7.10 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第20回 S53.7.9 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第21回 S54.7.8 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第22回 S55.7.13 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第23回 S56.7.12 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第24回 S57.7.11 埼玉県武道館 全国国立大学柔道連合会
文部省  講道館
埼玉県柔道連盟
埼玉県教育委員会

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第25回 S58.7.10 埼玉県武道館 全国国立大学柔道連合会
文部省  講道館
埼玉県柔道連盟
埼玉県教育委員会

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第26回 S59.7.8 講堂館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第27回 S60.7.7 講堂館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館
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E13 全国国立大学柔道優勝大会  第28回 S61.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第29回 S62.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第30回 S63.7.3 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第31回 H1.7.2 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第32回 H2.7.1 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第33回 H3.7.7 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第34回 H4.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第35回 H5.7.4 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第36回 H6.7.3 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第37回 H7.7.2 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第38回 H8.7.7 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第39回 H9.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第40回 H10.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省　講道館　全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第41回 H11.7.4 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館   全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第42回 H12.7.2 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省　講道館　全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第43回 H13.7.1 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部省  講道館  全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第45回 H15.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第46回 H16.7.4 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第47回 H17.7.3 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第49回 H19.7.1 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第50回 H20.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第51回 H21.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第52回 H22.7.4 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会  第53回 H23.7.3 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟
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E13 全国国立大学柔道優勝大会  第54回 H24.7.1 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第55回 H25.6.30 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第56回 H26.7.6 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第57回 H27.7.5 講道館 全国国立大学柔道連合会 文部科学省 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第58回 H28.7.3 講道館 全国国立大学柔道連合会 スポーツ庁 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第59回 H29.7.2 講道館 全国国立大学柔道連合会 スポーツ庁 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第60回 H30.7.1 講道館 全国国立大学柔道連合会 スポーツ庁 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 全国国立大学柔道優勝大会　第61回 R1.7.7 講道館 全国国立大学柔道連合会 スポーツ庁 講道館 全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第1回 S27.7.20 警視庁体育館柔道場 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第2回 S28.6.14 警視庁体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13
東京学生柔道優勝大会　第5回
兼全日本学生柔道優勝大会東京予選

S31.6.17 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第6回 1957.6.16 東京体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第7回 S33.6.15 東京体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第8回 S34.6.7 東京体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第9回 1960.5.29 東京体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第10回 1961.5.28 早大記念会堂 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第11回 1962.5.27 東京都体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会　第12回 1963.5.19 東京都体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会　第13回 1964.5.10 東京体育館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第14回 1965.5.16 東京体育館 東京学生柔道連盟 朝日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第15回 1966.5.22 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道優勝大会  第16回 1967.5.14 日本武道館 東京学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第17回 1968.5.12 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第18回 1969.5.11 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館
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E13 東京学生柔道優勝大会　第19回 1970.5.5 早大記念会堂 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　全日本柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第20回 1971.5.9 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第21回 1972.5.14 早大記念会堂 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　全日本柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第22回 S48.5.27 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第24回 1975.5.25 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第25回 1976.5.23 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第28回 1979.5.13 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会　第29回 1980.9.23 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第30回 1981.9.23 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第31回 S57.6.19 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 全日本柔道連盟 日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第32回 S58.7.2 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社  日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第33回 S59.7.1 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第34回 S60.6.2 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社  日本武道館

E13 東京学生柔道優勝大会  第35回 S61.6.1 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 日本武道館 東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第36回 S62.5.31 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 日本武道館 東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第37回 S63.5.29 日本武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社 日本武道館 東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第38回 H1.5.28 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第39回 H2.5.27 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道優勝大会  第40回 H3.6.2 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第41回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第3回

H4.9.6 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第42回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第4回

H5.9.5 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第44回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第6回

H7.9.3 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟
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E13
東京学生柔道優勝大会  第45回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第7回

H8.9.8 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第46回　/　東京学生女子柔道優勝大会
第8回  平成9年度

H9.9.7 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第48回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第10回

H11.5.23 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第49回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第11回

H12.5.28 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第50回　/
東京学生女子柔道優勝大会 第12回

H13.5.27 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第51回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第13回

H14.9.1 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第52回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第14回

H15.5.25 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第53回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第15回

H16.5.23 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第54回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第16回

H17.5.29 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第55回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第17回

H18.5.28 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第56回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第18回

H19.5.27 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第57回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第19回

H20.5.25 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第59回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第21回

H22.5.23 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第60回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第22回

H23.5.29 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第63回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第25回

H26.5.25 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会  第64回  /
東京学生女子柔道優勝大会  第26回

H27.5.24 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟
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E13
東京学生柔道優勝大会　第65回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第27回

H28.5.29 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道優勝大会　第66回　/
東京学生女子柔道優勝大会　第28回

H29.5.28 日本武道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　日本武道館　東京都柔道連
盟　日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第25回 S57.10.17 警視庁武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第26回 S58.10.16 警視庁武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第27回 S59.10.28 国士舘大学柔道場 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第28回 S60.10.20 警視庁武道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第29回 S61.10.26 国士舘大学柔道場 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第30回 S62.10.25 国士舘大学柔道場 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第31回 H1.10.29 国士舘大学柔道場 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13
東京学生柔道二部優勝大会　第32回 /
東京学生女子柔道優勝大会　第1回

H2.10.10 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道二部優勝大会　第33回 /
東京学生女子柔道優勝大会　第2回

H3.10.13 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第34回 H4.11.1 警視庁術科センター 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第35回 H5.10.10 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第36回 H6.10.10 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第37回 H7.10.10 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第38回 H8.10.27 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第39回 H9.10.26 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第40回 H10.10.25
国士舘大学
世田谷校舎6号館柔道場

東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第41回 H11.10.31
国士舘大学
世田谷校舎6号館柔道場

東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第42回 H12.10.22 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社　東京都柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第43回 H13.10.21 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第44回 H14.10.27 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟
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E13 東京学生柔道二部優勝大会　第45回 H15.11.22 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第46回 H16.11.28 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第47回 H17.10.30 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会  第49回 H19.12.16 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会  第50回 H20.11.9 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会  第52回 H22.11.28 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会  第53回 H23.11.6 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会  第54回 H24.11.4 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第55回 H25.11.17 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第57回 H27.11.15 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第59回 H29.11.19 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道二部優勝大会　第61回 R01.11.17 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会　第5回 H17.10.30 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社　東京都柔道連盟　講道館
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第7回 H19.12.16 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第8回 H20.11.9 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第10回 H22.11.28 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第11回 H23.11.6 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第13回 H25.11.17 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第15回 H27.11.15 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第17回 H29.11.19 講道館 東京学生柔道連盟
毎日新聞社  講道館  東京都柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第18回 H30.11.18 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京学生柔道オープン大会  第19回 R1.11.17 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京関東学生柔道体重別選手権大会　第1回 S37.4.22 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京関東学生柔道体重別選手権大会　第2回 S38.4.21 講道館
東京学生柔道連盟
関東学生柔道連盟
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E13 東京関東学生柔道体重別選手権大会　第3回 S39.4.19 講道館
東京学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

E13 東京関東学生柔道体重別選手権大会  第4回 S40.4.18 講道館
東京学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

E13 東京学生柔道体重別選手権大会  第5回 S41.4.24 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京学生柔道体重別選手権大会  第6回 S42.4.16 講道館 東京学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第19回　/
兼　第32回全日本学生柔道選手権大会予選

S55.5.5 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第20回　/
兼　第33回全日本学生柔道選手権大会予選

S56.4.26 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第1回
兼　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S57.5.8-9 警視庁武道館
東京学生柔道連盟　読売新聞社
日本テレビ

文部省　東京都教育委員会

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第2回
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S58.5.7 日本武道館
東京学生柔道連盟　読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  第3回
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S59.5.6 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

文部省  東京都教育委員会  日本武道館

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  第4回 /
東京学生女子柔道大会  第1回
 兼  正力松太郎杯 全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S60.9.16 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

文部省  東京都教育委員会
日本武道館
東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第5回 / 東京学生女子〃　第2
回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S61.9.14 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

文部省　東京都教育委員会　日本武道館

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第6回 / 東京学生女子〃　第3
回 /
 兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S62.9.6 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

文部省　東京都教育委員会
日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第7回 / 東京学生女子〃　第4
回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

S63.9.4 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

文部省　東京都教育委員会
日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第8回 / 東京学生女子〃　第5
回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H1.9.3 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第9回 / 東京学生女子〃　第6
回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H2.9.2 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第10回　/
東京学生女子柔道体重別選手権大会　第7回　/
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H3.9.1 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第11回　/
東京学生女子柔道体重別選手権大会　第8回　/
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H4.5.24 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟
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E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第12回　/
東京学生女子柔道体重別選手権大会　第9回　/
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H5.5.23 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第13回　/
東京学生女子柔道体重別選手権大会　第10回　/
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H6.5.22 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第14回 / 東京学生女子〃　第
11回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H7.5.28 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第15回 / 東京学生女子〃　第
12回 /
 兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H8.5.19 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第16回　/
東京学生女子柔道体重宇別選手権大会　第13回　/
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会

H9.5.25 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第17回 /
東京学生女子〃　第14回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H10.5.17 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第18回 /
東京学生女子〃　第15回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H11.9.5 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第20回 /
東京学生女子〃　第17回 /
兼　正力松太郎杯　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H13.9.2 日本武道館
東京学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網(株)

日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　第22回 /
東京学生女子〃　第19回 /
兼　全日本学生柔道体重別選手権大会予選

H15.9.7 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　平成17年度
（男子24回/女子21回）

H17.9.4 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会　平成18年度
（男子25回/女子22回）

H18.9.3 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  平成19年度
（男子26回/女子23回）

H19.9.2 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  平成20年度
(男子27回/女子24回）

H20.9.7 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  平成23年度
(男子30回/女子27回）

H23.9.4 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟
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E13
東京学生柔道体重別選手権大会  平成26年度
(男子33回/女子30回）

H26.8.24 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  平成27年度
(男子34回/女子31回）

H27.9.6 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13
東京学生柔道体重別選手権大会  令和元年度
(男子38回/女子35回）

R01.8.17 日本武道館 東京学生柔道連盟
日本武道館　東京都柔道連盟
講道館　全日本学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会  第1回 S33.12.14 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会  第2回 S34.11.29 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第3回 S35.10.15 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会  第4回 S36.10.21 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第5回 S37.10.13 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第6回 S38.9.7 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第7回 S39.9.5 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第10回 S42.9.9 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第11回 S43.9.7 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道優勝大会　第14回 S46.9.11 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京選抜学生柔道優勝大会  第17回 S49.9.21 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生選抜柔道優勝大会　第19回 S51.9.18 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生選抜柔道優勝大会　第20回 S52.9.15 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会  第1回 1960.12.11 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会　第3回　（組合せのみ）

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会　第4回 S38.11.30 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会　第5回 S39.11.28 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会  第6回 S40.11.27 講道館 東京学生柔道連盟

E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会　第8回 S42.11.25 講道館 東京学生柔道連盟
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E13 東京選抜学生柔道第2部優勝大会　第9回 S43.11.30 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京大学柔道体重別選手権大会　第1回 S60.5.11 講道館 東京大学柔道連盟 講道館

E13 東京大学柔道体重別選手権大会　第2回 S61.5.10 講道館 東京大学柔道連盟 講道館　東京都柔道連盟

E13
東京大学柔道体重別選手権大会　第3回　/
東京大学柔道女子体重別選手権大会　第1回

S62.5.16 講道館 東京大学柔道連盟 講道館　東京都柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第18回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S49.10.13 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第19回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S50.10.19 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第21回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S52.9.11 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第22回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S53.9.10 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第23回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S54.9.9 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道重量別優勝大会  第24回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S55.5.18 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  浦和市柔道連盟

E13
関東学生柔道体重別優勝大会  第2回
兼  全日本学生柔道選手権大会予選

S58.4.24 埼玉県立武道館
関東学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟
浦和市柔道連盟

E13 関東大学柔道体重別優勝大会  第3回 S59.5.5 埼玉県立武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道体重別優勝大会  第4回 S60.5.5 埼玉県立武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道体重別優勝大会  第5回 S61.5.5 埼玉県立武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道体重別優勝大会  第6回 S62.5.3 埼玉県立武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道体重別優勝大会  第7回 S63.5.1 埼玉県立武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  第36回 H1.9.10 川口体育武道センター 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成2年度 H2.9.16 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成3年度 H3.9.15 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成4年度 H4.5.24 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成5年度 H5.5.23 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成6年度 H6.5.22 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成7年度 H7.5.28 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道体重別選手権大会  平成8年度 H8.5.26 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

63 / 194 ページ



E13 関東理工科学生柔道優勝大会　第2回 S36.6.4 東京理科大学体育館 関東理工科学生柔道連盟

E13 関東理工科学生柔道優勝大会　第4回 S38.6.30 講道館 関東理工科学生柔道連盟

E13 関東理工科学生柔道優勝大会　第8回 S42.6.18 講道館 関東理工科学生柔道連盟

E13 東京関東学生柔道段別選手権大会　第9回 S35.4.24 講道館
東京学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

E13 東京関東学生柔道段別選手権大会　第10回 S36.4.23 講道館
東京学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

E13
東日本五学柔連選抜柔道優勝大会　第1回　/
東日本五学柔連個人選手権大会　第1回

S45.11.1 講道館大道場

北海道学生柔道連盟
東北学生柔道連盟　関東学生柔道
連盟　北信越学生柔道連盟
東海学生柔道連盟

東京新聞　東京中日スポーツ

E13 東日本理工科学生柔道優勝大会　第9回 S43.6.9 講道館 東日本理工科学生柔道連盟

E13 東日本理工科学生柔道優勝大会　第11回 S45.6.14 講道館 東日本理工科学生柔道連盟

E13 東日本理工科学生柔道優勝大会　第12回 S46.6.13 講道館 東日本理工科学生柔道連盟

E13 関東医科大学柔道大会  第3回 1959.10.10 講道館

E13 関東医科大学柔道大会　第5回 1961.10.14 講道館 関東医科大学柔道連盟 日本医師会　朝日新聞社　東京都

E13 関東医科大学柔道大会  第16回 S47.10.29 警視庁武道館 関東医科大学柔道連盟

E13 関東医科大学柔道大会  第18回 S49.11.10 講道館

E13 関東医科大学柔道大会　第60回 H28.10.15 講道館 関東医科大学柔道連盟

E13 関東医科大学柔道大会　第62回 H30.11.24 講道館 関東医科大学柔道連盟

E13 関東医系大学新人柔道大会　平成28年度 H28.6.4 講道館学校道場

E13 関東医系大学新人柔道大会　平成29年度 H29.6.3 講道館学校道場

E13 関東医系大学新人柔道大会　平成30年度 H30.6.2 講道館学校道場

E13 関東理工科学生柔道優勝大会  第3回 S37.7.1 講道館 関東理工科学生柔道連盟

E13 関東理工科学生柔道優勝大会  第5回 S39.6.28 講道館 関東理工科学生柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第18回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S46.5.23 川口市立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  川口市柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第20回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S48.6.17 川口市立武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  川口市柔道連盟
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E13
関東学生柔道優勝大会  第21回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S49.6.9 浦和武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  川口市柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第22回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S50.6.8 川口武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟  川口市柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第24回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S52.5.29 浦和武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第26回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S54.5.27 浦和武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第27回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S55.9.7 浦和武道館 関東学生柔道連盟
毎日新聞社  関東柔道連合会
埼玉県柔道連盟

E13
関東学生柔道優勝大会  第29回
兼  全日本学生柔道優勝大会関東予選

S57.8.1 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  第30回 S58.8.10 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  第31回　 S59.7.30 浦和武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  第32回  S60.7.31 浦和武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道優勝大会  第33回 S61.7.28 浦和武道館 関東大学柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成元年 H1.5.28 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成2年度 H2.5.27 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成3年度 H3.5.26 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成4年度 H4.9.20 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成5年度 H5.9.19 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会  平成6年度 H6.9.18 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成7年度 H7.9.17 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会 / 関東学生女子柔道優勝大会  平成8年度 H8.9.15 浦和武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成9年度 H9.9.14 浦和武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成10年度 H10.9.6 浦和武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成11年度 H11.5.23 浦和武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成13年度 H13.5.20 浦和武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟
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E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成21年度 H21.5.17 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成22年度 H22.5.23 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成23年度 H23.5.29 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会/関東学生女子柔道優勝大会  平成24年度 H24.5.27 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会（男子60回　女子19回）  平成25年度 H25.5.26 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会（男子61回　女子20回）  平成26年度 H26.5.25 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東学生柔道優勝大会（男子62回　女子2１回）  平成27年度 H27.5.24 埼玉県立武道館
全日本学生柔道連盟
関東学生柔道連盟

関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 関東大学柔道大会  第1回  兼  全日本大学柔道大会予選 S58.9.15 埼玉県立武道館 関東学生柔道連盟 関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟

E13 三大学柔道リーグ戦  (明治  天理  日本) .10.24 日本大学体育館 日本大学
全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
ｽﾎﾟｰﾂﾆｯﾎﾟﾝ社

E13 三大学柔道リーグ戦  第2回  (中央  明治  日本) S32.12.1 講道館 中・明・日三大学柔道部 東京学生柔道連盟  毎日新聞社

E13 三大学柔道優勝大会  第1回  (日本  中央  明治) S31.12.2 講道館 日・中・明三大学柔道部 東京学生柔道連盟  毎日新聞社

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第5回 1993.2.26-27 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

大塚製薬　綜合警備保障　コマツ
丸大食品　フジ・トライオーシャン

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第8回 1996.2.24-25 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

大塚製薬　綜合警備保障　丸大食品
フジ&トライオーシャン　コマツ
東洋水産

E13
全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第10回 /
 全国体育系柔道団体優勝大会　第1回

1998.2.21-22 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

大塚製薬　綜合警備保障　丸大食品
フジ&トライオーシャン　コマツ　東洋水産

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第11回 1999.2.27-28 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

全日本学生柔道連盟　大塚製薬
綜合警備保障

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第14回 2002.2.23-24 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

全日本学生柔道連盟　大塚製薬
綜合警備保障　ウエノシステック
ペイントハウス　了徳寺学園

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第19回 2007.2.24-25 講道館
全国体育系学生柔道
研修会実行委員会

大塚製薬　伊藤超短波
全日本学生柔道連盟

E13 全国体育系学生柔道体重別選手権大会　第26回 2014.2.22-23 講道館
全国体育系学生柔道体重別
選手権大会研修会実行委員会

大塚製薬　羽田タートルサービス
了徳寺大学　伊藤超短波　センコー
ALSOK　ミズノ　近畿医療学園
近畿医療専門学校　全日本学生柔道連盟

E13 全日本基督教関係大学柔道優勝大会  第4回 S33.7.19 仙台市レジャーセンター特設道場
全日本基督教関係大学柔道連盟
東北学院大学体育会柔道部

河北新報社  東北学院大学学生会/
体育会

E13 全日本基督教関係大学柔道優勝大会　第6回 S35.7.10 講道館
全日本基督教関係大学柔道連盟
青山学院大学体育会柔道部

産経新聞社
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E13 全日本基督教関係大学柔道優勝大会　第8回 S37.7.22 講道館
全日本基督教関係大学柔道連盟
明治学院大学柔道部

産経新聞社　東京学生柔道連盟

E13 全日本基督教関係大学柔道優勝大会　第10回 S39.7.26 講道館
全日本基督教関係大学柔道連盟
上智大学柔道部

上智大学体育会

E13 全日本基督教関係大学柔道優勝大会  第13回 S42.9.3 講道館
全日本基督教関係大学柔道連盟
立教大学体育会柔道部

全日本学生柔道連盟  東京学生柔道連盟
立教大学体育会  毎日新聞社

E13 全日本基督教関係大学柔道大会  第32回 1986.8.3 講道館 全日本基督教関係大学柔道連盟 上智大学  上智大学柔道部O・B会

E13 全日本基督教関係大学柔道大会  第65回 R1.5.12 講道館 全日本基督教関係大学柔道連盟 上智大学  上智大学柔道部OB会

E13 総合定期戦  第23回  大阪府立大学 vs 東京都立大学 .7.5-6 東京都立大学柔道場

E13 東京学生柔道新人優勝大会  第1回 S50.12.6 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京学生柔道新人優勝大会  第6回 S55.12.6 講道館 東京学生柔道連盟 毎日新聞社

E13 東京関東学生柔道段別選手権大会  第7回 S33.6.1 講道館
東京学生柔道連盟  関東学生柔道
連盟

毎日新聞社

E13 東京四大学柔道リーグ戦  (明大  日大  中大  拓大) .1.19 仙台市レジャーセンター特設会場
東北学生柔道連盟  宮城県柔道協
会  河北新報社

講道館  東京学生柔道連盟  宮城県仙台
市各教育委員会

E13 東京四大学柔道リーグ戦  第2回  (日大  中大  拓大  明大) .1.15 仙台市レジャーセンター特設会場 東京四大学柔道部

講道館  宮城県柔道協会
東京学生柔道連盟
東北学生柔道連盟
日大/中大/拓大/明大各校友会

E13
東京農業大学柔道隊親善訪華団及び
農業研修旅行団経過報告書

1972.3.4-31

E13 東都大学柔道優勝大会  第7回 1958.11.16 日本体育大学体育研究館 東都大学柔道連盟 読売新聞社

E13 東都大学柔道優勝大会  第8回 .12.6 講道館 東都大学柔道連盟 柔道高段者会  読売新聞社

E13
東日本五学柔連選抜柔道優勝大会  第2回 /
東日本五学柔連個人選手権大会  第2回

S46.10.24 講道館大道場

北海道学生柔道連盟  東北学生柔
道連盟  関東学生柔道連盟  北信
越学生柔道連盟  東海学生柔道連
盟

東京新聞  東京中日スポーツ

E13
東日本五学柔連選抜柔道優勝大会 /
個人選手権大会  第3回

S47.10.22 講道館大道場
北海道/東北/関東/東海/北信越
学柔連

東京新聞  東京中日スポーツ

E13 東日本理工科学生柔道優勝大会  第10回 S44.6.15 講道館 東日本理工科学生柔道連盟

E13 明治大学・天理大学親善柔道大会 1959.7.25 天理大学体育館 明治大学明柔会  天理柔道順正会

E13 東日本医科学生総合体育大会　第6回 Ｓ38.7.24-31 講道館 東日本医科学生体育連盟
文部省  日本医師会  毎日新聞社
東京都医師会  東京都体育協会
日本医科大学同窓会

E13 東日本医科学生総合体育大会  柔道競技  第51回 H20.8.2-3 東京慈恵会医科大学

E13 後期九大学対抗柔道大会 2008年度 H20.12.8 講道館
幹事：慶應義塾大学
理工学部体育会柔道部
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E13 後期九大学対抗柔道大会 2018年度 H30.12.16 講道館 九大学対抗戦実行委員会

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会  第38回 H9.6.29 講道館 全日本理工科学生柔道連盟

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会  第39回 H10.6.28 講道館 全日本理工科学生柔道連盟

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会  第40回記念 H11.6.27 講道館 全日本理工科学生柔道連盟

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会  第42回 H13.6.24 講道館 全日本理工科学生柔道連盟

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会  第50回記念 H21.6.28 講道館 全日本理工科学生柔道連盟

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会　第55回 H26.6.29 講道館 全日本理工科学生柔道連盟 文部科学省　日本技術士会

E13 全日本理工科学生柔道優勝大会　第60回 R1.6.23 講道館 全日本理工科学生柔道連盟 スポーツ庁　日本技術士会

E13 東日本薬科大学柔道連盟　春季柔道大会　平成22年度 H22.6.12 講道館 東日本薬科大学柔道連盟

E13 東日本薬科大学柔道連盟　春季柔道大会　平成28年度 H28.5.15 講道館 東日本薬科大学柔道連盟

E13 東日本薬科大学柔道連盟　春季柔道大会　平成29年度 H29.5.27 講道館 東日本薬科大学柔道連盟

E13 関東歯科学生柔道大会　平成28年度 H28.5.22 講道館 記載無し 記載無し

E13 関東歯科学生柔道大会　2019年度 R1.5.26 講道館 記載無し 記載無し

E13 全国七大学柔道優勝大会　第65回 H28.7.9-10 講道館　日本体育大学柔道場 全国七大学体育会

E13 全国七大学柔道優勝大会　第66回 H29.7.8-9 愛知県武道館 全国七大学体育会

E13 全国医歯薬獣柔道大会　第42回 H28.11.12 講道館学校道場及び国際道場

E13 全国医歯薬獣柔道大会　第43回 H30.12.15 講道館学校道場及び国際道場

E13 全国医歯薬獣柔道大会　第45回 R1.12.15 講道館学校道場及び国際道場

E13 東京都五大学柔道対抗戦　平成29年度 H29.10.29 講道館 明治学院大学

E13 東京理工大学柔道優勝大会　第4回 H30.9.30 講道館
東京理科大学  法政大学工学部
工学院大学  千葉工業大学
東京都市大学  東京電機大学

E13 日本大学柔道大会　紅白試合 附属高校優勝大会 Ｓ44.12.6 講道館 日本大学体育会柔道部

E13 東日本大学二部柔道優勝大会　第12回 Ｓ45.11.8 講道館

E13 東日本大学二部柔道優勝大会　第14回 Ｓ46.11.14 講道館
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E13 関東二部大学学生柔道優勝大会　第7回 Ｓ43.7.14 講道館

E14 学生（3）地方大会

E14 東海・関東・北信越・東北四学柔連対抗学生柔道優勝大会  第4回 1965.11.21 仙台市レジャーセンター
東海学生柔道連盟
関東学生柔道連盟  北信越学生柔
道連盟  東北学生柔道連盟

全日本学生柔道連盟  東北柔道連盟
宮城県柔道協会  宮城県体育協会
毎日新聞社

E14
第21回中国四国学生柔道体重別選手権大会/
第18回中国四国学生女子柔道体重別選手権大会

H14.5.25-26 下関市体育館 中国四国学生柔道連盟

山口県　山口県教育委員会　山口県体育
協会下関市教育委員会　下関市体育協会
山口県柔道協会　読売新聞下関支局　山
口放送

E14 関西学生柔道大会  第13回 1963.6.1-2 大阪府立体育館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社

E14
関西学生柔道優勝大会  第50回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第8回

H12.6.4 尼崎市記念公園総合体育館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社
尼崎市　尼崎市教育委員会　尼崎市体育
協会  尼崎市スポーツ振興事業団　近畿
柔道連盟

E14
関西学生柔道優勝大会  第56回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第14回

H18.5.28 尼崎市記念公園総合体育館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会　尼
崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興事
業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第57回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第15回

H19.5.20 尼崎市記念公園総合体育館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会　尼
崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興事
業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第59回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第17回

H21.6.6 兵庫県立武道館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会尼崎
市教育委員会　尼崎市スポーツ振興事業
団　尼崎市体育協会　兵庫県柔道連盟
尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第60回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第18回

H22.6.23 尼崎市記念公園総合体育館 関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第61回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第19回

H23.5.15
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第62回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第20回

H24.5.27
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第63回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第21回

H25.5.26
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14
関西学生柔道優勝大会  第64回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第22回

H26.5.25
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会
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E14
関西学生柔道優勝大会  第65回 /
関西学生女子柔道優勝大会  第23回

H27.5.17
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

関西学生柔道連盟  毎日新聞社

兵庫県　尼崎市　兵庫県教育委員会
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　尼崎市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟　尼崎柔道協会

E14 千葉県学生柔道大会  第34回 S47.6.18 順天堂大学柔道場 千葉県学生柔道連盟

E14 東日本選抜学生柔道優勝大会/選手権大会  第8回 S52.7.17 小松市武道館
北海道・東北・関東・東海・
北信越学生柔道連盟
石川県柔道連盟

中日新聞  石川県  石川県教育委員会
小松市  小松市教育委員会
小松市体育協会  信越柔道連盟

E14 東北/北信越/関東/東海四地区対抗大学柔道親善試合 S38.11.17 埼玉県行田市立忍中学校体育館
東北学生柔道連盟  北信越学生柔
道連盟  関東学生柔道連盟
東海学生柔道連盟

埼玉県体育協会  全日本学生柔道連盟
関東柔道連合会  埼玉県柔道連盟
行田市  行田市教育委員会

E14 東北・関東・東海・北信越四学柔連対抗学生柔道優勝大会 1964.11.29 小松市体育館

東北学生柔道連盟  関東学生柔道
連盟  東海学生柔道連盟  北信越
学生柔道連盟  小松市  小松市教
育委員会  小松市体育協会

全日本学生柔道連盟  石川県
石川県教育委員会  信越柔道連盟  石川
県柔道連盟  加賀地方柔道連  小松市柔
道連盟  中部日本新聞社  北陸中日新聞
社

E14 東北・関東・北信越・中四国・東海五学柔連対抗学生柔道優勝大会 1966.11.20 豊橋市体育館

東北学生柔道連盟  関東学生柔道
連盟  北信越学生柔道連盟  中四
国学生柔道連盟  東海学生柔道連
盟  豊橋市教育委員会  他

E14 東北・北信越・東海・関東五学柔連対抗学生柔道優勝大会 1967.11.19 高崎市体育館

東北学生柔道連盟  北信越学生柔
道連盟  東海学生柔道連盟  北海
道学生柔道連盟  関東学生柔道連
盟  群馬県  群馬県柔道連盟  他

E14 北海道・東北・関東・東海・北信越五学柔連対抗学生柔道優勝大会 1968.10.20 金沢大学体育館

北海道学生柔道連盟  東北学生柔
道連盟関東学生柔道連盟  東海学
生柔道連盟  北信越学生柔道連盟
読売新聞社

全日本学生柔道連盟  石川県
石川県教育委員会  金沢市
金沢市教育委員会  信越柔道連盟
石川県柔道連盟

E14
北海道学生柔道優勝大会  男子58回 / 女子18回
（兼 平成21年度 全日本学生柔道優勝大会  男子58回 / 女子18回
北海道予選）

H21.5.23 道立総合体育センター 北海道学生柔道連盟
北海道柔道連盟　札幌柔道連盟
毎日新聞北海道支社

E14
北海道学生柔道優勝大会  男子59回 / 女子19回
（兼 平成22年度 全日本学生柔道優勝大会  男子59回 / 女子19回
北海道予選）

H22.5.22 道立総合体育センター 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　札幌柔道連盟　

E14 北海道学生柔道優勝大会  男子60回 / 女子20回 H23.5.28 道立総合体育センター 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　札幌柔道連盟　

E14
北海道学生柔道優勝大会  （男子61回　女子21回）
（兼 平成24年度 全日本学生柔道優勝大会  男子61回　女子21回
北海道予選）

H24.5.26 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14
北海道学生柔道優勝大会  （男子62回　女子22回）
（兼 平成25年度 全日本学生柔道優勝大会  男子62回　女子22回
北海道予選）

H25.5.25 道立総合体育センター 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟
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E14
北海道学生柔道優勝大会  （男子63回　女子23回）
（兼 平成26年度 全日本学生柔道優勝大会  男子63回　女子23回
北海道予選）

H26.5.25
道立総合体育センター（北海きた
えーる）

北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　札幌柔道連盟

E14
北海道学生柔道優勝大会  （男子64回　女子24回）
（兼 平成27年度 全日本学生柔道優勝大会  男子64回　女子24回
北海道予選）

H27.5.23
道立総合体育センター（北海きた
えーる）

北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　札幌柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成21年度 H21.5.24 宮城県武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
宮城県柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成22年度 H22.5.16 宮城県武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
宮城県柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成24年度 H24.5.20 秋田県立武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
秋田県柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成25年度 H25.5.26 宮城県武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
宮城県柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成26年度 H26.5.25 宮城県武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
宮城県柔道連盟

E14 東北学生柔道優勝大会  河北優勝旗争奪  平成27年度 H27.5.24 宮城県武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
宮城県柔道連盟

E14 北信越学生柔道選手権大会  第6回 1970.10.25 小松市立芦城小学校体育館
北信越学生柔道連盟  中日新聞
北陸中日新聞

小松市  小松市教育委員会
小松市体育協会  小松市柔道協会
石川県柔道連盟  加賀地方柔道連盟

E14 北信越学生柔道選手権大会  第20回 1971.5.30 石川県体育館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社
石川県  石川県教育委員会  金沢市
金沢市教育委員会  信越柔道連盟
石川県柔道連盟

E14 北信越学生柔道選手権大会  第25回 1976.5.16 石川県体育館・柔道場 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社 信越柔道連盟  石川県柔道連盟

E14 北信越学生柔道選手権大会  第27回 1978.5.14 金沢工業大学  湊谷道場 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社
信越柔道連盟  石川県柔道連盟
石川県教育委員会

E14 北信越学生柔道優勝大会　第10回 S36.5.28 富山大学黒田講堂 北信越学生柔道連盟
毎日新聞社　北信越柔道連盟
富山県柔道連盟

E14
北信越学生柔道優勝大会  第58回 /
北信越学生女子柔道優勝大会  第18回

H21.5.10 小諸市武道館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社
北信越柔道連盟　長野県柔道連盟
毎日新聞社長野支局

E14
北信越学生柔道優勝大会  第59回 /
北信越学生女子柔道優勝大会  第19回

H22.5.16 福井県立武道館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社
北信越柔道連盟　福井県柔道連盟
福井市柔道連盟　毎日新聞社　福井支局

E14 北信越学生柔道優勝大会  男子60回 / 女子20回 H23.5.15 石川県立武道館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社 北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北信越学生柔道優勝大会  （男子61回・女子21回） H24.5.20 鳥屋野武道館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社 北信越柔道連盟　新潟県柔道連盟

E14 北信越学生柔道優勝大会  （男子62回・女子22回） H25.5.19 福井県立武道館 北信越学生柔道連盟  毎日新聞社
北信越柔道連盟　福井県柔道連盟
福井市柔道連盟

E14 北信越学生柔道優勝大会  （男子63回・女子23回） H26.5.18
長野運動公園　総合体育館
武道場

北信越学生柔道連盟 北信越柔道連盟　長野県柔道連盟

E14 北信越学生柔道優勝大会  （男子64回・女子24回） H27.5.27 石川県立武道館 北信越学生柔道連盟 北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第22回 S48.8.6-8 川口市営体育武道センター 関東甲信越大学体育大会協議会
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E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第23回 S49.8.1-3
栃木県立宇都宮商業高等学校
体育館

関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第26回 S52.8.1-3 松本市柔剣道場 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第27回 S53.8.1-3 神奈川県立武道館 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第28回 S54.8.7-9 山梨県営柔剣道場 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第29回 S55.8.5-7 新潟大学教育学部体育館 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道の部  第30回 S56.8.1-2 茨城県立水戸商業高等学校体育館関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  第30回  競技記録 S56.7.31-8.2 茨城県 関東甲信越大学体育大会協議会 茨城県体育協会

E14 関東甲信越大学体育大会  第32回  茨城大学選手団参加要項 S58.8.3-5 宇都宮市 関東甲信越大学体育大会協議会
栃木県  栃木県教育委員会
宇都宮市  宇都宮市教育委員会

E14 関東甲信越大学体育大会  第33回  茨城大学選手団参加要項 S59.8.7-9 千葉市・船橋市・成田市・佐倉市 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  第34回  茨城大学選手団参加要項 S60.8.6-8 前橋市・高崎市・桐生市 関東甲信越大学体育大会協議会
群馬県  群馬県教育委員会  前橋市  前
橋市教育委員会  高崎市  高崎市教育委
員会  桐生市  桐生市教育委員会

E14 関東甲信越大学体育大会  第37回  茨城大学選手団参加要項 S63.7.30-8.7
神奈川県横浜市・藤沢市・大和市・
茅ヶ崎市・平塚市

関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道  第46回 H9.8.6-7 新潟市鳥矢野総合体育館武道場 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 関東甲信越大学体育大会  柔道  第47回 H10.8.3-4 筑波大学格技体育館柔道場 関東甲信越大学体育大会協議会

E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第1回 H17.3.13
グリーンアリーナ高尾宇部体育館
内サブアリーナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸学生柔道連盟　神戸新聞社

講道館　兵庫県柔道連盟
神戸柔道協会兵庫県教育委員会　神戸市
教育委員会兵庫県体育協会　神戸市体育
協会

E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第2回　結果あり H18.3.19 兵庫県立文化体育館
兵庫県学生柔道連盟
神戸学生柔道連盟　神戸新聞社

講道館　兵庫県柔道連盟　神戸柔道協会
兵庫県教育委員会　神戸市教育委員会
兵庫県体育協会　神戸市体育協会

E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第3回 H19.3.18 兵庫県立文化体育館
兵庫県学生柔道連盟
神戸学生柔道連盟　神戸新聞社

講道館　兵庫県柔道連盟　神戸柔道協会
兵庫県教育委員会　神戸市教育委員会
兵庫県体育協会　神戸市体育協会

E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第4回 H20.3.16 兵庫県立文化体育館
兵庫県学生柔道連盟
神戸学生柔道連盟　神戸柔道協会
神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  兵庫県教育委
員会
神戸市教育委員会  兵庫県体育協会
神戸市体育協会

E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第5回 H21.3.15
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  兵庫県教育委
員会
神戸市教育委員会  兵庫県体育協会
神戸市体育協会
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E14 KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第6回 H22.3.14
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  兵庫県教育委
員会  神戸市教育委員会  兵庫県体育協
会  神戸市体育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第7回
（講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地）

H23.3.13
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  兵庫県教育委
員会  神戸市教育委員会  兵庫県体育協
会  神戸市体育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第8回
（講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地）

H24.3.10
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  関西学生柔道
連盟  兵庫県教育委員会  兵庫県体育協
会   神戸市教育委員会  神戸市体育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第10回
（講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地）

H26.3.9
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  関西学生柔道
連盟兵庫県教育委員会  兵庫県体育協会
神戸市教育委員会  神戸市体育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第11回
（講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地）　結果あり

H27.3.8
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  関西学生柔道
連盟  兵庫県教育委員会  神戸市教育委
員会  兵庫県体育協会  神戸市スポーツ
教育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第12回
（講道館柔道創始者 嘉納治五郎師範 生誕地）

H28.3.13
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟  関西学生柔道
連盟  兵庫県教育委員会  神戸市教育委
員会  兵庫県体育協会  神戸市スポーツ
教育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第13回
（講道館柔道創始者　嘉納治五郎師範　生誕地）

H29.3.5
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟   兵庫県教育委
員会  神戸市教育委員会  兵庫県体育協
会  神戸市スポーツ教育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第14回
（講道館柔道創始者　嘉納治五郎師範　生誕地）

H30.3.11
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟   兵庫県教育委
員会  神戸市教育委員会  兵庫県体育協
会  神戸市スポーツ教育協会

E14
KOBE　自他共栄　CUP　学生柔道大会　第15回
（講道館柔道創始者　嘉納治五郎師範　生誕地）

H31.3.10
グリーンアリーナ神戸 メインアリー
ナ

兵庫県学生柔道連盟
神戸柔道協会  神戸新聞社

講道館  兵庫県柔道連盟   兵庫県教育委
員会  神戸市教育委員会  兵庫県体育協
会  神戸市スポーツ教育協会

E14 北関東五大学  柔道大会  第25回 1977.11.23 県立スポーツセンター柔剣道場 茨城大学

E14 北関東五大学柔道親善大会  第27回 1979.11.23 高崎市立武道館 群馬大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道大会  第28回 S55.11.16 栃木県武道館 宇都宮大学

E14 北関東五大学柔道大会  第30回 .11.21 高崎市立武道館 高崎経済大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道大会  第32回 S59.11.18 栃木県武道館 宇都宮大学

E14 北関東五大学柔道大会  第33回 S60.11.17 茨城県武道館 茨城大学
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E14 北関東五大学柔道親善大会  第35回 .11.23 前橋市市民体育館 群馬大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道大会  第36回 S63.11.13 栃木県武道館 宇都宮大学

E14 北関東五大学柔道大会  第37回 H1.11.19 茨城県武道館 茨城大学

E14 北関東五大学柔道親善大会  第38回 .11.18 高崎市立武道館 高崎経済大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道親善大会  第39回 .11.23 群馬県立武道館 群馬大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道大会  第40回 H4.11.15 栃木県武道館 宇都宮大学

E14 北関東五大学柔道大会  第41回 H5.11.7 茨城県武道館 茨城大学

E14 北関東五大学柔道親善大会  第42回 H6.11.27 高崎市立武道館 高崎経済大学 群馬県柔道連盟

E14 北関東五大学柔道大会  第45回 H9.11.24 茨城県武道館 茨城大学

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第56回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第16回

H21.5.17 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

愛知県　名古屋市　毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第57回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第17回

H22.5.16 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

愛知県　名古屋市　毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第58回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第18回

H23.5.8 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

愛知県　名古屋市　毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第59回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第19回

H24.5.20 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第60回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第20回

H25.5.19 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第61回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第21回

H26.5.18 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

毎日新聞社

E14
東海学生柔道夏季優勝大会  第62回 /
東海学生女子柔道優勝大会  第22回

H27.5.17 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

毎日新聞社

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第29回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第27回

H22.8.28 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

愛知県　名古屋市

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第30回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第28回

H23.9.3 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第31回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第29回

H24.8.28 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第32回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第30回

H25.8.31 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第33回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第31回

H26.8.31 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第34回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第32回

H27.8.30 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会
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E14
東海学生柔道体重別選手権大会  第35回 /
東海学生女子柔道体重別選手権大会  第33回

H28.8.27 愛知県武道館
東海学生柔道連盟　東海柔道連合
会

E14

北海道学生柔道体重別選手権大会  男子28回 / 女子21回
（兼 平成21年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子28回北
海道予選）
（兼 平成21年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会  第25回
北海道予選）

H21.9.5 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14

北海道学生柔道体重別選手権大会  男子29回 / 女子22回
（兼 平成22年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子29回北
海道予選）
（兼 平成22年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会  第26回
北海道予選）

H22.9.4 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14

北海道学生柔道体重別選手権大会  男子30回 / 女子23回
（兼 平成23年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子30回北
海道予選）
（兼 平成23年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会  第27回
北海道予選）

H23.9.3 北海道大学柔道場 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟

E14

北海道学生柔道体重別選手権大会  男子31回 / 女子24回
（兼 平成24年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子31回北
海道予選）
（兼 平成24年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会  女子28
回北海道予選）

H24.9.1 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14

北海道学生柔道体重別選手権大会  男子32回 / 女子25回
（兼 平成25年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子32回北
海道予選）
（兼 平成25年度全日本学生女子柔道体重別選手権大会  女子29
回北海道予選）

H25.8.31 北海道大学武道場 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14
北海道学生柔道体重別選手権大会  男子33回 / 女子26回
（兼 平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子33回・女
子30回）北海道予選）

H26.8.30 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟

E14
北海道学生柔道体重別選手権大会  男子34回 / 女子27回
（兼 平成26年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子34回・女
子31回）北海道予選）

H27.8.29 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟 北海道柔道連盟　千歳柔道連盟

E14
北海道学生柔道体重別選手権大会  男子35回 / 女子28回
（兼 平成28年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子35回・女
子32回）北海道予選）

H28.8.27 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟
北海道柔道連盟　千歳柔道連盟
朝日新聞北海道支社

E14
北海道学生柔道体重別選手権大会  男子36回 / 女子29回
（兼 平成29年度全日本学生柔道体重別選手権大会  男子36回・女
子33回）北海道予選）

H29.8.26 千歳市開基記念総合武道館 北海道学生柔道連盟
北海道柔道連盟　千歳柔道連盟
朝日新聞北海道支社
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E14
正力松太郎杯　東北学生柔道体重別選手権大会　/
東北学生柔道体重別団体優勝大会　平成13年度

H13.9.1-2 岩手県営武道館 東北学生柔道連盟
全日本柔道連盟　東北柔道連盟
岩手県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子28回 / 女子25回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第11回

H21.9.5-6 岩手県営武道館 東北学生柔道連盟
全日本柔道連盟　東北柔道連盟
岩手県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子29回 / 女子26回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第12回

H22.9.4-5 岩手県営武道館 東北学生柔道連盟
全日本柔道連盟　東北柔道連盟
岩手県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子30回 / 女子27回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第13回

H23.9.3-4 岩手県営武道館 東北学生柔道連盟
全日本柔道連盟　東北柔道連盟
岩手県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子31回 / 女子28回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第14回

H24.9.1-2 岩手県営武道館 東北学生柔道連盟
全日本柔道連盟　東北柔道連盟
岩手県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子33回 / 女子30回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第16回

H26.8.30-31 秋田県立武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
秋田県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子34回 / 女子31回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第17回

H27.8.29-30 秋田県立武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
秋田県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子35回 / 女子32回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第18回

H28.9.3-4 秋田県立武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
秋田県柔道連盟

E14
東北学生柔道体重別選手権大会 （男子36回 / 女子33回）  /
東北学生柔道体重別団体優勝大会  第19回

H29.9.2-3 秋田県立武道館 東北学生柔道連盟
全日本学生柔道連盟　東北柔道連盟
秋田県柔道連盟

E14 東北国公立大学柔道大会　平成25年度　第30回 H25.12.15 岩手県営武道館柔道場 東北国公立大学柔道連合会 東北国公立大学柔道連合会

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子28回 / 女子21回 H21.9.5 石川県立武道館 北信越学生柔道連盟　北國新聞社　北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子29回 / 女子22回 H22.9.4 高岡武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　富山県柔道連盟
高岡市柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子30回 / 女子23回 H23.9.3 石川県立武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子31回 / 女子24回 H24.9.1 石川県立武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子32回 / 女子25回 H25.8.31 石川県立武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子33回 / 女子26回 H26.8.30 富山県営高岡武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　富山県柔道連盟
高岡市柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子34回 / 女子27回 H27.8.29 石川県立武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子35回 / 女子28回 H28.9.3 富山県営高岡武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　富山県柔道連盟
高岡市柔道連盟

E 北國杯北信越学生柔道体重別選手権大会　男子36回 / 女子29回 H29.9.2 石川県立武道館
北信越学生柔道連盟　北
國新聞社　富山新聞社

北信越柔道連盟　石川県柔道連盟

E14 関西学生柔道体重別団体優勝大会　平成12年度　第2回 H12.7.9 京都市武道センター 関西学生柔道連盟　毎日新聞社
京都市　京都市教育委員会
近畿柔道連盟　京都府柔道連盟

E14
正力松太郎杯　関西学生柔道体重別選手権大会  第19回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第12回

H12.9.15 グリーンアリーナ神戸
関西学生柔道連盟  読売新聞大阪
本社  読売テレビ　報知新聞社

神戸市　神戸市教育委員会
神戸市体育協会　近畿柔道連盟
兵庫県柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別団体優勝大会  第9回 /
関西学生柔道体重別選手権大会  第26回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第19回

H19.9.1-2 岸和田市総合体育館 関西学生柔道連盟　毎日新聞社

大阪府　岸和田市　大阪府教育委員会
岸和田市教育委員会　岸和田市体育協会
近畿柔道連盟　大阪府柔道連盟　泉州地
区柔道連盟
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E14
関西学生柔道体重別団体優勝大会  第12回 /
関西学生柔道体重別選手権大会  第29回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第22回

H22.9.4 岸和田市総合体育館 関西学生柔道連盟　毎日新聞社

大阪府　岸和田市　大阪府教育委員会
岸和田市教育委員会　NPO法人岸和田市
体育協会　近畿柔道連盟　大阪府柔道連
盟
泉州地区柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第30回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第23回

H23.9.4 兵庫県立武道館 関西学生柔道連盟  

兵庫県  姫路市　兵庫県教育委員会
姫路市教育委員会　姫路市体育協会
近畿柔道連盟　兵庫県柔道連盟
西播柔道連盟　姫路柔道協会

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第31回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第24回

H24.9.2 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟  近畿柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第32回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第25回

H25.9.1 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟  近畿柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第33回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第26回

H26.8.31 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟  近畿柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第34回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第27回

H27.8.30 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟  近畿柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第35回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第28回

H28.9.4 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟 近畿柔道連盟

E14
関西学生柔道体重別選手権大会  第36回 /
関西学生女子柔道体重別選手権大会  第29回

H29.9.3 天理大学杣之内第一体育館 関西学生柔道連盟 近畿柔道連盟

E14

中国四国学生柔道優勝大会　第46回 /
中国四国学生女子柔道優勝大会　第7回 /
中国四国学生柔道選手権大会　第46回 /
中国四国学生女子柔道選手権大会　第13回

H12.5.20-21 岡山武道館 中国四国学生柔道連盟

岡山県教育委員会　岡山県体育協会
岡山市　岡山市教育委員会
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞社岡山市支局

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子55回 / 女子16回 H21.5.31 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子56回 / 女子17回 H22.5.21-22 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子57回 / 女子18回 H23.5.21-22 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子58回 / 女子19回 H24.5.19-20 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子59回 / 女子20回 H25.5.18-19 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子60回 / 女子21回 H26.5.17-18 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14 中国四国学生柔道優勝大会　男子61回 / 女子22回 H27.5.16-17 岡山県立岡山武道館 中国四国学生柔道連盟
岡山県柔道連盟　岡山県柔道整復師会
毎日新聞岡山支局　山陽新聞社

E14

中国四国学生柔道体重別選手権大会  第19回
（兼）正力松太郎杯全日本学生柔道体重別選手権大会中国四国予
選
中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第16回
（兼）正力松太郎杯全日本女子学生柔道体重別選手権大会中国四
国予選
中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第2回

H12.8.26-28 山口県スポーツ文化センター 中国四国学生柔道連盟

山口県教育委員会　山口市教育委員会
読売新聞社　朝日新聞　山口日々新聞社
大塚製薬　ホテルタナカ　小郡駅弁当株式
会社　毎日新聞社
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E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第28回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第25回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第11回H21.8.29-30
キリンビバレッジ  周南総合スポー
ツセンター / 徳山大学柔道場

中国四国学生柔道連盟
朝日新聞　山口県柔道協会
周南市教育委員会　周南市体育協会
周南市柔道協会

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第29回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第26回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第12回H22.8.28-29 広島市東区スポーツセンター 中国四国学生柔道連盟
広島市　広島市スポーツ協会
広島県柔道連盟　広島地区柔道連盟
中国新聞社

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第30回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第27回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第13回H23.9.3-4 愛媛県武道館 中国四国学生柔道連盟
朝日新聞松山総局　毎日新聞松山支局
愛媛新聞社　愛媛県柔道協会

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第31回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第28回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第14回H24.8.25-26
キリンビバレッジ周南総合
スポーツセンター

中国四国学生柔道連盟
朝日新聞　山口県柔道協会
周南市教育委員会　周南市体育協会
周南市柔道協会

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第32回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第29回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第15回H25.8.31-9.1 広島市東区スポーツセンター 中国四国学生柔道連盟
広島市　広島市スポーツ協会
広島県柔道連盟　広島地区柔道連盟
中国新聞社

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第33回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第30回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第16回H26.8.30-31 山口県立下関武道館 中国四国学生柔道連盟
山口県柔道連盟　山口県高等学校体育連
盟 下関市柔道協会　周南市柔道協会

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第34回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第31回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第17回H27.8.29-30 愛媛県武道館 中国四国学生柔道連盟
朝日新聞松山総局　毎日新聞松山支局
愛媛新聞社　愛媛県柔道協会

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第35回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第32回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第18回H28.8.27-28
マエダハウジング広島市東区
スポーツセンター

中国四国学生柔道連盟
広島市　広島市スポーツ協会
広島県柔道連盟　広島地区柔道連盟
中国新聞社

E14 中国四国学生柔道体重別選手権大会  第36回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生女子柔道体重別選手権大会  第33回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国四国学生柔道体重別団体優勝大会  第19回H29.8.26-27
キリンビバレッジ周南市総合
スポーツセンター

中国四国学生柔道連盟
山口県柔道協会　周南市体育協会
周南市柔道協会

E14
九州学生柔道体重別選手権大会  第53回 /
九州学生女子柔道体重別選手権大会  第23回

H21.9.5-6 福岡武道館 九州学生柔道連盟 九州柔道協会　福岡県柔道協会

E14
九州学生柔道体重別選手権大会  第54回 /
九州学生女子柔道体重別選手権大会  第24回

H22.9.4-5 福岡武道館 九州学生柔道連盟 九州柔道協会　福岡県柔道協会

E14
九州学生柔道体重別選手権大会  第57回 /
九州学生女子柔道体重別選手権大会  第27回

H25.8.31-9.1 福岡武道館 九州学生柔道連盟 九州柔道協会　福岡県柔道協会

E14
九州学生柔道体重別選手権大会  第58回 /
九州学生女子柔道体重別選手権大会  第28回

H26.8.30-31 福岡武道館 九州学生柔道連盟 九州柔道協会　福岡県柔道協会

E14
九州学生柔道体重別選手権大会  第60回 /
九州学生女子柔道体重別選手権大会  第30回

H28.9.3-4 福岡武道館 九州学生柔道連盟 九州柔道協会　福岡県柔道協会

E14
九州学生柔道優勝大会  第59回 /
九州学生女子柔道優勝大会  第19回

H22.5.22-23 福岡武道館 九州学生柔道連盟 毎日新聞社　九州柔道協会

E14
九州学生柔道優勝大会  第61回 /
九州学生女子柔道優勝大会  第21回

H23.5.20 福岡武道館 九州学生柔道連盟 毎日新聞社　九州柔道協会

E14
九州学生柔道優勝大会  第63回 /
九州学生女子柔道優勝大会  第23回

H26.5.17-18 福岡武道館 九州学生柔道連盟 毎日新聞社　九州柔道協会

E14
九州学生柔道優勝大会  第64回 /
九州学生女子柔道優勝大会  第24回

H27.5.16 福岡武道館 九州学生柔道連盟 毎日新聞社　九州柔道協会

E14 千葉県高等学校柔道大会 兼 全国関東高校柔道大会県予選 S28.6.14 千葉県立安房第一高等学校 千葉県高等学校体育連盟
千葉県柔道協会  千葉県教育委員会
安房柔道会  朝日新聞社

E14 西日本高校柔道大会  第1回 S29.7.25-26 福岡市東公園旧部徳殿 九州柔道協会  福岡県教育委員会
九州高等学校体育連盟
西日本新聞社

E14 九州近県高校柔道大会 S33.7.21-22 福岡スポーツセンター
九州・四国高等学校体育連盟
九州柔道協会

西日本新聞社
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E14 宮城県高等学校招待柔道大会  (東北学院大学道場竣工記念) S36.10.29 東北学院大学野間清治記念道場 東北学院大学

E14 日米高校柔道親善大会 S45.8.1-21
和歌山 京都 岡山 福岡
名古屋 金沢 宇都宮 東京

全国高等学校体育連盟
全日本柔道連盟

E14 全青旗争奪高校女子柔道大会  第5回 H9.3.27 国立三瓶青年の家文武伝承館
全青旗争奪高校女子柔道大会実
行
委員会  国立三瓶青年の家

全日本柔道連盟  全国青年の家協議会
島根県教育委員会  島根県体育協会
島根県柔道連盟  大田市柔道連盟
山陰放送  山陰中央新報社

E14 茨城県高校柔道新人大会  平成7年度 H7.11.16-17 茨城県武道館  茨城県 高体連 柔道部

E14 和旗高校柔道大会　第25回　東日本ハウス杯 H10.3.25 高松市総合体育館 香川県柔道連盟　高松柔道協会　

香川県教育委員会　高松市教育委員会
香川県高等学校連盟　読売新聞大阪本社
四国新聞社　高松コンベンション・ビュー
ロー

E15 少年（1）全国中学校・全国少年柔道大会

E15 全国中等学校柔道優勝試合  第5回 S14.7.29-30 講道館 講道館  文部省  厚生省

E15 全国中学校柔道大会  第1回 S45.8.23 講道館
全日本柔道連盟   全国中学校柔
道指導者連絡協議会

朝日新聞社

E15 全国中学校柔道大会  第2回 S46.8.15 講道館
全日本柔道連盟  全国中学校柔道
指導者連絡協議会

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第3回 S47.8.15 講道館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第5回 S49.8.16 講道館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第6回 S50.8.16 講道館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第7回 S51.8.20 講道館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第9回 S53.8.18 講道館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟

講道館  朝日新聞社

E15 全国中学生柔道大会  第10回 S54.8.17 秋田県立体育館
全日本柔道連盟
全国中学校体育連盟
 秋田県教育委員会

講道館  朝日新聞社  秋田県  秋田市
秋田県体育協会  秋田市教育委員会
秋田魁新報社  ABS秋田放送
AKT秋田テレビ

E15 全国中学校柔道大会  第11回 S55.8.25 講道館
全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会

文部省  全日本中学校長会
東京都中学校長会  都道府県教育長協議
会  講道館  朝日新聞社

E15 全国中学校柔道大会  第12回 S56.8.18 日本武道館
全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟
東京都教育委員会  日本武道館

文部省  全日本中学校長会
東京都中学校長会  都道府県教育長協議
会  講道館  朝日新聞社  テレビ朝日

E15 全国中学校柔道大会　第13回 1982.8.23 渋川市総合公園体育館

全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟　群馬県
群馬県教育委員会　渋川市
渋川市教育委員会

文部省　全日本中学校長会  群馬県中学
校長会　都道府県教育長協議会　全国市
町村教育委員会連合会　講道館　朝日新
聞社 テレビ朝日

79 / 194 ページ



E15 全国中学校柔道大会  第14回 S58.8.20 福岡市民体育館

全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市
福岡市教育委員会

文部省  全日本中学校長会都道府県教育
長協議会  全国市町村教育委員会連合会
講道館  福岡県体育協会  朝日新聞社  テ
レビ朝日  西日本新聞社  九州朝日放送

E15 全国中学校柔道大会  第18回 S62.8.19 静岡県草薙総合運動場体育館

全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟  静岡県教育委員
会
静岡市教育委員会

文部省  全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会  全国市町村教育委員会連合
会  講道館  静岡県  静岡市  静岡県校長
会  静岡市校長会  静岡県体育協会  静
岡市体育協会  静岡市柔道連盟  朝日新
聞社  テレビ朝日  静岡けんみんテレビ
静岡新聞社

E15
全国中学校柔道大会  第19回
昭和63年度全国中学校選抜体育大会

S63.8.19-21 山形県山辺町民総合体育館

全国中学校体育連盟
全日本柔道連盟  山形県教育委員
会
山辺町教育委員会

文部省  全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会  全国市町村教育委員会連合
会  講道館  山形県  天童市  山辺町  中
山町  山形県中学校長会  東村山地区中
学校長会  山形県体育協会  山辺町体育
協会  東村山柔道連盟  NHK  朝日新聞社
山形新聞  山形放送  山形テレビ

E15
全国中学校柔道大会  第23回
平成4年度全国中学校選抜体育大会

H4.8.18-20 小杉町総合体育センター

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　富山県
富山県教育委員会　小杉町
小杉町教育委員会

文部省　全日本中学校長会  都道府県教
育長協議会　全国市町村教育委員会連合
会　講道館　北信越柔道連盟　富山県市
長会　富山県町村会　富山県体育協会
射水郡体育協会　小杉町体育協会　富山
県中学校長会　射水郡中学校長会　富山
県PTA連合会　射水郡柔道協会　NHK　朝
日新聞社　富山コンベンションビューロー

E15
全国中学校柔道大会  第25回
平成6年度全国中学校選抜体育大会

H6.8.20-22 函館市民体育館

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  北海道教育委員
会
函館市  函館市教育委員会

文部省  全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会  全国市町村教育委員会連合
会  日本中学校生涯体育・スポーツ振興
会  北海道  講道館  北海道中学校長会
北海道体育協会  函館市体育協会  NHK
朝日新聞社  北海道新聞社

E15
全国中学校柔道大会　第26回
平成7年度全国中学校体育大会

H7.8.22-24 茨城県武道館

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟
茨城県　茨城県教育委員会
水戸市　水戸市教育委員会

文部省　全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会　全国市町村教育委員会連合
会　日本中学校生涯体育スポーツ振興会
講道館　茨城県学校長会　茨城県体育協
会　朝日新聞社　NHK　茨城新聞社

E15 全国中学校柔道大会　第26回　結果報告書 H7.8.22-24 茨城県武道館

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　茨城県
茨城県教育委員会　水戸市
水戸市教育委員会

文部省　全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会　全国市町村教育委員会連合
会　日本中学校生涯体育スポーツ振興会
講道館　茨城県学校長会　茨城県体育協
会　朝日新聞社　NHK　茨城新聞社

E15 全国中学校体育大会大会要項  平成8年度 日本中学校体育連盟
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E15 全国中学校柔道大会  第27回 H8.8.20-22 岐阜メモリアルセンター
日本中学校体育連盟  全日本連盟
岐阜県教育委員会
岐阜市教育委員会

文部省  全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会  全国市町村教育委員会連合
会  日本中学校生涯体育・スポーツ振興
会  講道館  岐阜県  岐阜市  岐阜県小中
学校長会  岐阜県中学校長会  岐阜県体
育協会  岐阜県PTA連合会  東海柔道連
合会  岐阜 区柔道協会  岐阜市柔道協会
NHK  朝日新聞社  岐阜新聞・岐阜放送

E15 全国中学校柔道大会  第28回 H9.8.22-24 今治市営体育館

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟
愛媛県教育委員会  今治市
今治市教育委員会

文部省  全日本中学校長会都道府県教育
長協議会  全国市町村教育委員会連合会
日本中学校生涯体育・スポーツ振興会
講道館  愛媛県  愛媛県中学校長会  愛
媛県体育協会  今治市体育協会  今治市
PTA連合会  NHK  朝日新聞社  愛媛新聞
社  南海放送  テレビ愛媛  FM愛媛他

E15
全国中学校柔道大会　第31回　大分大会
(平成12年度全国中学校体育大会)　男女記録あり

H12.8.20-23 大分県立総合体育館
全日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　大分県教育委員
会　大分市教育委員会

文部省　全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会　全国市町村教育委員会連合
会　日本中学校生涯教育・スポ－ツ振興
会　講道館　九州柔道協会　NHK　朝日新
聞社　毎日中学生新聞　大分県　大分市
大分県中学校長会　大分県PTA連合会
大分県体育協会　大分市体育協会　ほか

E15
全国中学校柔道大会  第31回  大分大会報告書
（平成12年度全国中学校体育大会）

H12.8.20-23 大分県立総合体育館
全日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　大分県教育委員
会　大分市教育委員会

文部省　全日本中学校長会 都道府県教
育長協議会　全国市町村教育委員会連合
会　日本中学校生涯教育・スポ－ツ振興
会　講道館　九州柔道協会　NHK　朝日新
聞社　毎日中学生新聞　大分県　大分市
大分県中学校長会　大分県PTA連合会
大分県体育協会　大分市体育協会　ほか

E15
全国中学校柔道大会　第32回　島根大会
（平成13年度全国中学校体育大会）男女記録あり

H13.8.21-24 島根県立体育館

全日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　島根県教育委員
会　浜田市教育委員会　島根県体
育協会

文部科学省　全日本中学校長会 都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　中国地区柔道連盟　島
根県　浜田市　島根県中学校長会　浜田
市体育協会　西地区柔道連盟　島根県
PTA連合会　朝日新聞社　NHK　毎日中学
生新聞

E15
全国中学校柔道大会　第32回　島根大会報告書
（平成13年度全国中学校体育大会）

H13.8.21-24 島根県立体育館

全日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　島根県教育委員
会　浜田市教育委員会　島根県体
育協会

文部科学省　全日本中学校長会 都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　中国地区柔道連盟　島
根県　浜田市　島根県中学校長会　浜田
市体育協会　西地区柔道連盟　島根県
PTA連合会　朝日新聞社　NHK　毎日中学
生新聞
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E15
全国中学校柔道大会　第33回　兵庫大会
（平成14年度全国中学校体育大会）

H14.8.17-20 兵庫県立武道館（姫路市）

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　兵庫県教育委員
会　姫路市教育委員会　家島町教
育委員会　夢前町教育委員会　神
埼町教育委員会　大河内町教育委
員会　市川町教育委員会　福崎町
教育委員会
香寺町教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会 都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　近畿柔道連盟　兵庫県
姫路市　家島町　夢前町　神埼町　大河内
町　市川町　福崎町　香寺町　兵庫県中学
校長会　姫路市中学校長会　飾磨郡中学
校長会　神崎郡中学校長会　兵庫県体育
協会　姫路市体育協会　姫路柔道協会
兵庫県PTA連合会　NHK　朝日新聞社　毎
日中学生新聞　神戸新聞社

E15
全国中学校柔道大会　第34回　札幌大会
（平成15年度全国中学校体育大会）

H15.8.17-20
北海道立総合体育センター
（きたえーる）

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　北海道教育委員
会　札幌市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会 都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　北海道　札幌市　北海道中学校
長会　札幌市中学校長会　北海道体育協
会　札幌市体育協会　北海道PTA連合会
札幌市PTA協議会　NHK　朝日新聞社
毎日中学生新聞　北海道新聞社

E15 全国中学校柔道大会  第34回  大会公式記録集 H15.8.17-20
北海道立総合体育センター
（きたえーる）

E15
全国中学校柔道大会　第35回　埼玉大会
（平成16年度全国中学校体育大会）

H16.8.21-24 埼玉県立武道館
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　埼玉県教育委員
会　上尾市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会  都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　関東柔道連合会　埼玉
県　上尾市　埼玉県中学校長会　上尾市
中学校長会　埼玉県体育協会　上尾市体
育協会　北足立北部柔道連盟　埼玉県
PTA連合会　NHK　朝日新聞社　毎日中学
生新聞　埼玉新聞社

E15
全国中学校柔道大会　第36回　愛知大会
（平成17年度全国中学校体育大会）

H17.8.22-25 名古屋市総合体育館レインボーホール
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　愛知県教育委員
会　名古屋市教育委員会

文部科学省　全国中学校長会  都道府県
教育長協議会　全国市町村教育委員会連
合会　講道館　東海柔道連合会　愛知県
名古屋市　愛知県小中学校長会　名古屋
市立小中学校長会　愛知県体育協会　名
古屋市体育協会　名古屋柔道協会　愛知
県小中学校PTA連絡協議会　名古屋市立
小中学校PTA協議会　NHK　全国新聞社
事業協議会　朝日新聞社　毎日中学生新
聞　中日新聞社

E15
全国中学校柔道大会　第37回　高知大会
（平成18年度全国中学校体育大会）

H18.8.19-22 南国市立スポーツセンター

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　高知県教育委員
会　高知県市町村教育委員会連合
会

文部科学省　全日本中学校長会  都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　NHK　全国新聞社事業
協議会　朝日新聞社　毎日新聞社　高知
県中学校長会　高知県体育協会　高知新
聞社　RKC高知放送　KUTVテレビ高知
KSSさんさんテレビ
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E15 全国中学校柔道大会　第3７回　報告書 H18.8.19-22 南国市立スポーツセンター

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　高知県教育委員
会　高知県市町村教育委員会連合
会

文部科学省　全日本中学校長会  都道府
県教育長協議会　全国市町村教育委員会
連合会　講道館　NHK　全国新聞社事業
協議会　朝日新聞社　毎日新聞社　高知
県中学校長会　高知県体育協会　高知新
聞社　RKC高知放送　KUTVテレビ高知
KSSさんさんテレビ

E15
全国中学校柔道大会  第38回  山形大会
（平成19年度全国中学校体育大会）

H19.8.22-25 山形県総合運動公園  総合体育館
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  山形県教育委員
会  天童市教育委員会

文部科学省  全日本中学校長会  都道府
県教育長協議会  全国市町村教育委員会
連合会  NHK  全国新聞社事業協議会  朝
日新聞社  毎日新聞社  講道館  東北柔
道連盟  山形県  天童市  山形県中学校
長会  天童市中学校長会  山形県体育協
会  天童市体育協会  東村山地区柔道連
盟  山形県PTA連合会  山形新聞・山形放
送  山形テレビ  テレビユー山形  さくらん
ぼテレビジョン

E15
全国中学校柔道大会  第39回  石川大会
（平成20年度全国中学校体育大会）

H20.8.19-22 白山市松任総合運動公園体育館
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  石川県教育委員
会  白山市教育委員会

文部科学省  全日本中学校長会  全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　ＮＨＫ　全国新聞社事業協会
講道館　北信越柔道連盟　朝日新聞社
毎日新聞社　石川県　白山市　石川県市
長教育委員会連合会　石川県中学校長会
白山市中学校長会　石川県体育協会　白
山市体育協会　石川県ＰＴＡ連合会　白山
市ＰＴＡ連合会　北國新聞社　北陸中日新
聞　あさがおテレビ

E15
全国中学校柔道大会  第40回  沖縄大会
（平成21年度全国中学校体育大会）

H21.8.22-25 那覇市沖縄県立武道館
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  沖縄県教育委員
会  那覇市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会  全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　ＮＨＫ　講道館　全国新聞社
事業協会　朝日新聞社　毎日新聞社　沖
縄県　那覇市　沖縄県体育協会　沖縄県
中学校長会　沖縄県ＰＴＡ連合会　沖縄タ
イムス社　琉球新報社　沖縄テレビ　琉球
放送　琉球朝日放送

E15
全国中学校柔道大会  第42回  和歌山大会
（平成23年度全国中学校体育大会）

H23.8.22-25 和歌山ビッグホエール
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  和歌山県教育委
員会  和歌山市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会  全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　ＮＨＫ　全国新聞社事業協議
会　朝日新聞社　毎日新聞社　講道館　和
歌山県　和歌山市　和歌山県中学校長会
和歌山県体育協会　和歌山県ＰＴＡ連合会
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E15
全国中学校柔道大会  第43回  神奈川・川崎大会
（平成24年度全国中学校体育大会）

H24.8.21-24 川崎市とどろきアリーナ
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟  神奈川県教育委
員会  川崎山市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会  全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　日本PTA全国協議会　日本
私立中学高等学校連合会　NHK　全国新
聞社事業協議会　朝日新聞社　毎日新聞
社　講道館　関東柔道連合会　神奈川県
公立中学校長会　神奈川県体育協会　川
崎市スポーツ協会　神奈川県PTA協議会
川崎市PTA連絡協議会　神奈川新聞社
tvk

E15
全国中学校柔道大会　第45回　愛媛大会
（平成26年度全国中学校体育大会）

H26.8.22 愛媛県武道館
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　愛媛県教育委員
会　松山市教育委員会

文部科学省　全日本中学校長会  全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　日本PTA全国協議会　日本
私立中学高等学校連合会　NHK　全国新
聞社事業協議会　朝日新聞社　毎日新聞
社　講道館　四国柔道連盟　愛媛県　松山
市　愛媛県市町教育委員会連合会　愛媛
県小中学校長会　松山市中学校長会　愛
媛県体育協会　松山市体育協会　愛媛県
PTA連合会　松山市小中学校PTA連合会
愛媛新聞社　愛媛CATV

E15
全国中学校柔道大会　第46回　函館大会
（平成2７年度全国中学校体育大会）　日本中学校体育連盟設立60
周年記念大会

H27.8.17-20 函館アリーナ
日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟　北海道教育委員
会　函館市教育委員会

文部科学省  全日本中学校長会　全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　日本PTA全国協議会　日本
私立中学高等学校連合会　NHK　全国新
聞社事業協議会　朝日新聞社　毎日新聞
社　講道館　北海道　函館市　北海道都市
教育委員会連絡協議会　北海道町村教育
委員会連合会　北海道中学校長会　函館
市中学校長会　北海道体育協会　函館市
体育協会　北海道PTA連合会　北海道新
聞社　函館新聞社

E15
全国中学校柔道大会　第48回　福岡大会
（平成29年度全国中学校体育大会）

H29.8.22-25 福岡国際センター

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟
愛媛県教育委員会
松山市教育委員会

文部科学省  全日本中学校長会　全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　日本PTA全国協議会　日本
私立中学高等学校連合会　NHK　全国新
聞社事業協議会　朝日新聞社　毎日新聞
社　講道館　四国柔道連盟　愛媛県　松山
市　愛媛県市町教育委員会連合会　愛媛
県小中学校長会　松山市中学校長会　愛
媛県体育協会　松山市体育協会　愛媛県
PTA連合会　松山市小中学校PTA連合会
愛媛新聞社　愛媛CATV
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E15
全国中学校柔道大会　第50回　兵庫大会

（令和元年度全国中学校体育大会）
R1.8.17-20 ウィンク武道館（兵庫県立武道館）

日本中学校体育連盟
全日本柔道連盟

スポーツ庁  全日本中学校長会　全国都
道府県教育長協議会　全国市町村教育委
員会連合会　日本PTA全国協議会　日本
私立中学高等学校連合会　NHK　全国新
聞社事業協議会　朝日新聞社　毎日新聞
社　講道館　近畿柔道連盟　兵庫県　姫路
市　神河町　市川町　福崎町　兵庫県市町
村教育委員会連合会　兵庫県中学校長会
姫路市市中学校長会　兵庫県私立中学高
等学校連合会　兵庫県PTA協議会　姫路
市連合PTA協議会　兵庫県体育協会　姫
路市体育協会　西播柔道連盟　姫路柔道
協会　神埼郡体育協会　神戸新聞社

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第7回 H6.3.27 講道館 ベースボール・マガジン社
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟　東京
都中学校体育連盟　日刊スポーツ新聞社

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第8回 H7.3.26 講道館 ベースボール・マガジン社
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟　東京
都中学校体育連盟　日刊スポーツ新聞社

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会  第9回 H8.3.27 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館
東京都中学校体育連盟柔道部

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第10回 H9.3.30 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会  第11回 H10.3.27 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館  日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第12回　 H11.3.28 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館  日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第13回 H12.3.26 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館  日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第14回 H13.3.25 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館  日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第15回 H14.3.30 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第17回 H16.3.27 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボールマガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第18回 H17.3.27 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社『近代柔
道』

講道館  日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第19回 H18.3.26 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社『近代柔
道』

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第20回 H19.3.25-26 東京武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社『近代柔
道』

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第26回 H24.3.30-31 埼玉県立武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第27回 H25.3.29-30 埼玉県立武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第29回 H28.3.26-27 埼玉県立武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社

講道館　日本中学校体育連盟

E15 近代柔道杯　全国中学生柔道大会　第30回 H29.3.25-26 埼玉県立武道館
全日本柔道連盟
ベースボール・マガジン社

講道館　日本中学校体育連盟
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E15 全国少年柔道大会  第1回 S56.5.4 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟

E15 全国少年柔道大会  第2回 S57.5.2-3 警視庁武道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟

E15 全国少年柔道大会  第3回 S58.5.8 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟  テレビ東京

E15 全国少年柔道大会  第4回 S59.5.6 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟  テレビ東京

E15 全国少年柔道大会  第5回 S60.5.6 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟  テレビ東京

E15 全国少年柔道大会5周年記念誌

E15 全国少年柔道大会  第6回 S61.5.5 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟  テレビ東京

E15 全国少年柔道大会  第6回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第7回 S62.5.5 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社 講道館  全日本柔道連盟

E15 全国少年柔道大会　第7回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第8回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第9回 H1.5.4-5 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社
講道館  全日本柔道連盟
NHK  NHKネットワークサービス

E15 全国少年柔道大会　第9回大会誌 全日本柔道少年団

E15 全国少年柔道大会  第10回 H2.5.4-5 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社
講道館  全日本柔道連盟
NHK  NHK情報ネットワーク

E15 全国少年柔道大会　第10回大会誌　　安西浩団長追悼号 全日本柔道少年団

E15 全国少年柔道大会  第11回 H3.5.4-5 講道館 全日本柔道少年団  読売新聞社
講道館  全日本柔道連盟
NHK  NHK情報ネットワーク

E15 全国少年柔道大会  第11回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第12回  全日本柔道少年団創立30周年記念 H4.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟
全日本柔道少年団
読売新聞社

講道館  NHK

E15 全国少年柔道大会  第12回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第13回 H5.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟
全日本柔道少年団
読売新聞社

講道館  NHK

E15 全国少年柔道大会  第14回 H6.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟  講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  大会誌13･14号  合併誌
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E15 全国少年柔道大会  第15回 H7.5.5 講道館
全日本柔道連盟  講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第15回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第16回 H8.5.5 講道館
全日本柔道連盟  講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第16回大会誌

E15 全国少年柔道大会  第17回 H9.5.5 講道館
全日本柔道連盟  講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第17回大会誌

E15 全国少年柔道大会　第18回 H10.5.5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会  第18回大会誌

E15 全国少年柔道大会　第19回 H11.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第20回 H12.5.5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第21回 H13.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第22回 H14.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第22回大会誌 H14 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第23回 H15.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第23回大会誌 H15 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第24回 H16.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK
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E15 全国少年柔道大会　第24回大会誌 H16 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第25回 H17.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第25回大会誌 H17 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第26回 H18.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会  第26回大会誌 H18 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第27回 H19.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会　第27回大会誌 H19 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会　NHK

E15 全国少年柔道大会  第28回 H20.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

E15 全国少年柔道大会  第29回 H21.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第29回大会誌 H21.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会  第30回 H22.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第30回大会誌 H22.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第31回 H23.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第31回大会誌 H23.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK
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E15 全国少年柔道大会　第32回 H24.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省  東京都教育委員会  NHK

E15 全国少年柔道大会　第33回 H25.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第34回 H26.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第35回 H27.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

文部科学省　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第36回 H28.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

スポーツ庁　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第37回 H29.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

スポーツ庁　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第38回 H30.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

スポーツ庁　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E15 全国少年柔道大会　第39回 R1.5.4-5 講道館
全日本柔道連盟　講道館
全日本柔道少年団
読売新聞社

スポーツ庁　東京都教育委員会
NHK　東京スポーツ新聞格技振興財団

E16 少年（2）全日本選抜・全日本武道錬成大会

E16 全日本選抜少年柔道大会  第2回  マルちゃん杯 H3.9.22 講道館 全日本柔道連盟  東洋水産
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  ベースボールマガジン社「近代柔
道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  第3回  マルちゃん杯 H4.9.20 講道館 全日本柔道連盟  東洋水産
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  ベースボールマガジン社「近代柔
道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  第5回  マルちゃん杯 H6.9.18 講道館 全日本柔道連盟  東洋水産
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  ベースボールマガジン社「近代柔
道」

E16 全日本選抜少年柔道大会　第6回　マルちゃん杯 H7.9.17 講道館 全日本柔道連盟　東洋水産
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  ベースボールマガジン社「近代柔
道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  第7回　マルちゃん杯 H8.9.15 講道館 全日本柔道連盟  東洋水産
講道館  東京都教育委員会  東京都体育
協会  ベースボールマガジン社「近代柔
道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  平成9年度 H9.9.15 講道館 全日本柔道連盟

講道館  笹川スポーツ財団(SSFスポーツ
エイド事業）  東京都教育委員会  東京都
体育協会  東洋水産株式会社  ベース
ボールマガジン社「近代柔道」  日本柔道
新聞社
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E16 全日本選抜少年柔道大会　平成10年度 H10.9.15 講道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成11年度 H11.9.15 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成12年度 H12.9.15 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成13年度 H13.9.15 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成14年度 H14.9.16 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成15年度 H15.9.28 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成16年度 H16.9.19 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成17年度 H17.9.25 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会　平成18年度 H18.9.23 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　東洋水産株式会社　ベ－スボ－ル・
マガジン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会  平成19年度 H19.9.17 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  東洋
水産株式会社  ベースボール･マガジン社
「近代柔道」  日本柔道新聞社

E16 全日本選抜少年柔道大会  平成20年度 H20.9.21 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  東洋
水産株式会社  ベースボール･マガジン社
「近代柔道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  平成21年度 H21.9.20 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  東洋
水産株式会社  ベースボール･マガジン社
「近代柔道」

E16 全日本選抜少年柔道大会  平成22年度 H22.9.26 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  東洋
水産株式会社  ベースボール･マガジン社
「近代柔道」

E ※「全日本選抜少年柔道大会」は平成24年度より「マルちゃん杯全日本少年柔道大会」に改名
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E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成24年度 H24.9.17 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成25年度 H25.9.16 東京武道館 全日本柔道連盟
東京都　東京都体育協会　ベースボール・
マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成26年度 H26.9.15 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成27年度 H27.9.22 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成28年度 H28.9.19 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成29年度 H29.924 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　平成30年度 H30.9.23 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 マルちゃん杯　全日本少年柔道大会　2019年度（令和元年） R元.9.22 東京武道館 全日本柔道連盟
講道館  東京都  東京都体育協会  ベース
ボール･マガジン社「近代柔道」

E16 全日本柔道少年団創立十周年記念大会誌 S47.8.26 講道館 全日本柔道少年団

講道館  全日本柔道連盟  東京都教育委
員会  日本体育協会  日本武道館  読売
新聞社  オリンピック記念青少年総合セン
ター

E16 全日本少年武道錬成大会 S44.7.31 日本武道館 日本武道館
靖国神社御創立百年奉祝奉賛会
全日本剣道連盟  全日本柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会  柔道の部  第2回少年錬成大会 S45.8.1 日本武道館 日本武道館
総理府  文部省  全日本柔道連盟
読売新聞社

E16 全日本少年武道錬成大会  柔道の部  第3回少年錬成大会 S46.7.31 日本武道館 日本武道館
総理府  文部省  全日本柔道連盟
読売新聞社

E16 全日本少年武道錬成大会  柔道の部  第4回少年錬成大会 S47.7.29 日本武道館 日本武道館
総理府  文部省  全日本柔道連盟
読売新聞社

E16 全日本少年武道(柔道)錬成大会  第9回 S52.8.7 日本武道館 日本武道館 総理府  文部省  全日本柔道連盟

E16 全日本少年武道(柔道)錬成大会  昭和54年度 S54.8.5 日本武道館 全日本柔道連盟  日本武道館 総理府  文部省

E16 全日本少年武道錬成大会  柔道  第28回 H8.8.4 日本武道館 日本武道館  全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会  柔道  平成9年度(第29回) H9.8.3 日本武道館 日本武道館  全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会　柔道　平成12年度（第32回） H12.8.6 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会　柔道　平成13年度（第33回） H13.8.5 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会　柔道　平成14年度(第34回) H14.8.4 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年武道錬成大会　柔道　平成15年度(第35回) H15.8.3 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部省  こども未来財団  日本武道協議会
東京都柔道連盟

E16 全日本少年少女武道錬成大会　柔道　平成21年度(第41回) H21.8.2 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟

E16 全日本少年少女武道錬成大会　柔道　平成25年度(第45回） H25.8.4 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟
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E16 全日本少年少女武道錬成大会　柔道　平成26年度(第46回） H26.8.3 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟

E16 全日本少年少女武道錬成大会　柔道　平成27年度(第47回） H27.8.2 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟

E16
全日本少年少女武道錬成大会　柔道　明治150年記念
平成30年度(第50回）

H30.7.29 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟

E16 全日本少年少女武道錬成大会　柔道　令和元年度(第51回） R1.7.28 日本武道館 日本武道館　全日本柔道連盟
文部科学省
日本武道協議会  東京都柔道連盟

E16 醍醐敏郎杯全国少年柔道練成大会  第5回 H12.11.26 松本市総合体育館
長野県柔道連盟
長野県中信柔道連盟

ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社「近代柔道」 ｽﾎﾟｰﾂﾆｯ
ﾎﾟﾝ新聞長野支社 中日新聞本社 信濃毎
日新聞社 市民ﾀｲﾑｽ 長野放送 日本旅行
松本ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ

E16 醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会　第7回 H14.11.24 松本市総合体育館
長野県柔道連盟
長野県中信柔道連盟

長野県体育協会　松本市教育委員会　松
本市体育協会　ベースボール･マガジン社
「近代柔道」　スポーツニッポン新聞長野
支社　信濃毎日新聞社　中日新聞社　市
民タイムス　日本旅行　松本コンベンション
ビューロー

E16 醍醐敏郎杯全国少年柔道練成大会　第9回 H16.11.21 松本市総合体育館
長野県柔道連盟
長野県中信柔道連盟

長野県体育協会　松本市　松本市教育委
員会　松本市体育協会　ベースボール･マ
ガジン社「近代柔道」　スポーツニッポン新
聞長野支社　信濃毎日新聞社　中日新聞
本社　市民タイムス　JTB　松本コンベン
ションビューロー

E16 醍醐敏郎杯全国少年柔道練成大会　第10回記念大会 H17.11.26-27 松本市総合体育館
長野県柔道連盟
長野県中信柔道連盟

長野県体育協会　松本市　松本市教育委
員会　松本市体育協会　ベースボール･マ
ガジン社「近代柔道」　スポーツニッポン新
聞長野支社　信濃毎日新聞社　中日新聞
本社　市民タイムス　JTB　ALPICO　松本
コンベンションビューロー

E16
醍醐敏郎杯全国少年柔道錬成大会　第11回
醍醐敏郎先生十段昇段記念

H18.11.25-26 松本市総合体育館
長野県柔道連盟
長野県中信柔道連盟

長野県　長野県体育協会　松本市　松本
市教育委員会　松本体育協会　ベース
ボール・マガジン社「近代柔道」　スポーツ
ニッポン新聞長野支社　信濃毎日新聞社
中日新聞本社　市民タイムス　JTB
ALPICO　松本コンベンションビューロー

E16 山口県少年スポーツ大会柔道教室  第5回 S60.6.9 山口県武道館
山口県教育委員会  山口県維新百
年記念公園管理事務所
山口県柔道協会

E16 全北海道柔道少年団創立記念柔道大会 S45.8.2 岩内町八興会館
北海道柔道連盟  北海道柔道道場
連盟  岩内町教育委員会  岩内柔
道会

北海道教育委員会  北海道体育協会  全
日本柔道少年団  岩内町  北海道新聞社
北海ﾀｲﾑｽ社

E16 全北海道柔道少年団柔道錬成大会  第3回 S47.7.30 赤平市スポーツセンター
北海道柔道連盟
北海道柔道少年団

北海道  北海道教育委員会  北海道体育
協会  全日本柔道少年団  北海道柔道場
連盟  空知柔道連盟  赤平市  赤平市教
育委員会  赤平市商工会議所 他
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E16 全北海道柔道少年団柔道錬成大会  第4回 S48.7.22 恵庭市恵庭中学校体育館
北海道柔道連盟
北海道柔道少年団

恵庭市柔道連盟  恵庭市柔道少年団

E16 岩手県スポーツ少年団柔道大会　第24回 H14.2.17 岩手県営武道館 岩手県柔道連盟

岩手県柔道整骨師会  岩手日報社　NHK
盛岡放送局　IBC岩手放送　テレビ岩手
岩手めんこいテレビ　岩手朝日テレビ　エ
フエム岩手

E16 岩手県スポーツ少年団柔道大会　第25回 H15.2.16 岩手県営武道館 岩手県柔道連盟

岩手県柔道整骨師会  岩手日報社　NHK
盛岡放送局　IBC岩手放送　テレビ岩手
岩手めんこいテレビ　岩手朝日テレビ　エ
フエム岩手

E16 岩手県スポーツ少年団柔道大会　第28回 H18.2.19 岩手県営武道館 岩手県柔道連盟

岩手県柔道整骨師会  岩手日報社　NHK
盛岡放送局　IBC岩手放送　テレビ岩手
岩手めんこいテレビ　岩手朝日テレビ　エ
フエム岩手

E16 岩手県スポーツ少年団柔道大会　第29回 H19.2.18 岩手県営武道館 岩手県柔道連盟

岩手県柔道整骨師会  岩手日報社　NHK
盛岡放送局　IBC岩手放送　テレビ岩手
岩手めんこいテレビ　岩手朝日テレビ　エ
フエム岩手

E16 岩手県スポーツ少年団柔道大会  第30回 H20.2.17 岩手県営武道館 岩手県柔道連盟

岩手県柔道整骨師会  岩手日報社　NHK
盛岡放送局　IBC岩手放送　テレビ岩手
岩手めんこいテレビ　岩手朝日テレビ　エ
フエム岩手

E16 茨城県スポーツ少年団スポーツ大会  柔道大会  第18回 H13.8.5 県武道館
茨城県教育委員会  茨城県体育協
会  茨城県スポーツ少年団

各市町村教育委員会  各市町村体育協会
各市町村スポーツ少年団

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第7回 H8.2.4 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　コマツ　笹川スポーツ財団　SSFス
ポーツエイド事業

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第8回 H9.2.2 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　コマツ　笹川スポーツ財団　SSFス
ポーツエイド事業

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第9回 H10.2.1 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　コマツ　笹川スポーツ財団　SSFス
ポーツエイド事業

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第11回 H12.2.13 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　コマツ　笹川スポーツ財団　SSFス
ポーツエイド事業

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会  第12回 H11.2.21 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会　東京都体育
協会　コマツ　笹川スポーツ財団　SSFス
ポーツエイド事業

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第13回 H14.2.10 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会 第20回 冲永壮一杯 H21.2.1 東京武道館 大武道場 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会 第2１回 冲永壮一杯 H22.2.14 東京武道館 大武道場 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会  東京都体育
協会　コマツ  帝京大学グループ
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E16 東京都中学生学年別柔道選手権大会　第15回 H16.1.18 講道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16 東京都中学生学年別柔道選手権大会 第20回 H21.1.25 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16 東京都中学生学年別柔道選手権大会 第21回 H22.1.31 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16 東京都中学生学年別柔道選手権大会 第23回 H24.2.5 講道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　コマツ

E16
2004東京国際少年少女柔道選手権大会
兼　東京都少年少女学年別柔道選手権大会　第15回
（トーナメント表、公式結果、新聞スクラップあり）

H16.2.1 東京武道館
東京都柔道連盟
東京都生涯学習文化財団

講道館　全日本柔道連盟　東京都教育委
員会　全日本柔道少年団　東京都体育協
会　笹川スポーツ財団　東京メトロポリタン
テレビジョン　東京新聞/東京中日スポー
ツ

E16 東京都少年少女学年別柔道選手権大会 第27回 H28.2.7 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　帝京大学　コマツ

E16 綾瀬少年少女柔道大会　第7回　綾瀬市柔道協会創立30周年記念 H16.11.28 綾瀬市スポーツセンター武道室 綾瀬市柔道協会 綾瀬市体育協会

E16
岐阜道場46周年記念　岐阜道場杯少年柔道大会　第22回
（他見優秀チーム招待親善大会）

H7.9.10 岐阜メモリアルセンター
岐阜道場　岐阜市柔道協会
岐道会　岐道後援会

岐阜県　岐阜県議会  岐阜県教育委員会
岐阜市　岐阜市教育委員会　岐阜新聞社
岐阜放送　岐阜コンベンション・ビューロー
ベースボール・マガジン社

E16
岐阜道場47周年記念　岐阜道場杯少年柔道大会　第23回
（他県優秀チーム招待親善大会）

H8.9.8 岐阜県民体育館
岐阜道場　岐阜市柔道協会
岐道会　岐道後援会

岐阜県　岐阜県議会  岐阜県教育委員会
岐阜市　岐阜市教育委員会　岐阜新聞社
岐阜放送　岐阜コンベンション・ビューロー
ベースボール・マガジン社

E16 愛媛県少年柔道錬成大会　第28回 H13.5.27 愛媛県武道館 愛媛県柔道協会

愛媛県教育委員会　愛媛県体育協会　愛
媛新聞社　愛媛県スポーツ振興事業団
南海放送　愛媛放送　松山東海地区防犯
協会

E16 大分県少年柔道錬成大会　第24回 H15.5.18 大分県立総合体育館大体育室 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会
(財)大分県体育協会　大分合同新聞社
OBS大分放送　TOSテレビ大分　OAB大分
朝日放送

E16 大分県少年柔道錬成大会　第32回 H23.5.15 大分県総合体育館 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会　公
益財団法人大分県体育協会　大分合同新
聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送　OCT大分ケーブルテ
レコム

E16 大分県少年柔道錬成大会　第33回 H24.5.13 大分県立総合体育館大体育室 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会　公
益財団法人大分県体育協会　大分合同新
聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送　OCT大分ケーブルテ
レコム
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E16 大分県少年柔道錬成大会　第34回 H25.5.19 ダイハツ九州アリーナ 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会　公
益財団法人大分県体育協会　公益財団法
人講道館　大分ケーブルテレコム　大分合
同新聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

E16 大分県少年柔道錬成大会　第35回 H26.5.18 宇佐市総合運動場「武道館」 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会　公
益財団法人大分県体育協会　公益財団法
人講道館　大分ケーブルテレコム　大分合
同新聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

E16 大分県少年柔道錬成大会　第36回 H27.5.10 大分県立総合体育館大体育室 大分県少年柔道協会

大分県柔道連盟　大分県教育委員会　公
益財団法人大分県体育協会　公益財団法
人講道館　大分ケーブルテレコム　大分合
同新聞社　OBS大分放送　TOSテレビ大分
OAB大分朝日放送

E16 九州少年柔道錬成大会顛末記  第1回 S43.8 福岡市 九州柔道協会  日本武道館

E16 九州少年柔道錬成大会顛末記  第3回 S45.8 福岡市 九州柔道協会  日本武道館

E16 全国小学生学年別柔道大会　第1回　東京都予選会　平成16年度 H16.6.13 講道館 東京都柔道連盟

E16 全国小学生学年別柔道大会　第2回 H17.8.21 秋田県立武道館大道場 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　読
売新聞社　秋田県　秋田市　秋田県教育
委員会　秋田市教育委員会　秋田県体育
協会　秋田市体育協会　秋田観光コンベ
ンション協会、秋田魁新報社、NHK秋田放
送局、ABS秋田放送、AKT秋田テレビ、
AAB秋田朝日放送、FM秋田

E16 全国小学生学年別柔道大会　第3回 H18.8.20 富山県射水市小杉総合体育センター全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　読
売新聞社　富山県　射水市　富山県教育
委員会　射水市教育委員会　富山県体育
協会　射水市体育協会　富山コンベンショ
ンビューロー　北日本新聞社　富山新聞社
北日本放送　富山テレビ放送

E16 全国小学生学年別柔道大会　第4回 H19.8.19 愛媛県武道館 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　読
売新聞社　愛媛県　松山市　愛媛県教育
委員会　松山市教育委員会　愛媛県体育
協会　松山市体育協会　松山観光コンベ
ション協会　愛媛新聞社　ＮＨＫ松山放送
局　テレビ愛媛　南海放送　あいテレビ　愛
媛朝日テレビ
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E16 全国小学生学年別柔道大会  第5回 H20.8.24 浜松アリーナ 全日本柔道連盟

文部科学省  講道館   日本体育協会 讀
賣新聞社 静岡県 静岡県教育委員会 浜
松市教育委員会 ㈶静岡県体育協会 ㈶浜
松市体育協会 ㈶浜松観光コンベンション
センター 静岡新聞社・静岡放送 中日新聞
東海本社

E16 全国小学生学年別柔道大会  第6回 H21.8.23 松本市総合体育館 全日本柔道連盟

文部科学省  講道館  日本体育協会  読
売新聞社  長野県  長野県教育委員会
松本市  松本市教育委員会  長野県体育
協会  松本体育協会  松本観光コンベン
ション協会  信濃毎日新聞社

E16 全国小学生学年別柔道大会  第8回  東京都予選会　平成23年度 H23.5.22 講道館 東京都柔道連盟

E16 全国小学生学年別柔道大会  第8回 H23.8.28 大阪市中央体育館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　日本体育協会　読
売新聞社　大阪府　大阪市　大阪市教育
委員会　大阪体育協会　大阪市体育協会

E16 全国小学生学年別柔道大会  第9回 H24.8.26 鹿児島アリーナ 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　鹿児島県　鹿児島県教育委員会　鹿
児島県体育協会　鹿児島市　鹿児島市教
育委員会　鹿児島市体育協会　鹿児島観
光コンベンション協会　MBC南日本放送
KKB鹿児島放送　西日本新聞社　南日本
新聞社

E16 全国小学生学年別柔道大会  第10回 H25.8.25 広島サンプラザ 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　広島県　広島県教育委員会　広島市
広島市教育委員会　広島県体育協会　広
島市スポーツ協会　広島観光コンベンショ
ンビューロー　中国新聞社　NHK広島放送
局　中国放送

E16 全国小学生学年別柔道大会  第11回 H26.8.17 盛岡市アイスアリーナ 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　岩手県　岩手県教育委員会　盛岡市
盛岡市教育委員会　岩手県体育協会　盛
岡市体育協会　岩手日報社　NHK盛岡放
送局　IBC岩手放送　テレビ岩手　岩手め
んこいテレビ　岩手朝日テレビ　エフエム
岩手

E16 全国小学生学年別柔道大会  第12回 H27.8.30 小瀬スポーツ公園武道館 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　山梨県　山梨県教育委員会　甲府市
甲府市教育委員会　山梨県体育協会　甲
府市体育協会　山梨日日新聞社　YBS山
梨放送
UTYテレビ山梨
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E16 全国小学生学年別柔道大会  第13回 H28.8.28 三重県営サンアリーナ 全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　山梨県　山梨県教育委員会　甲府市
甲府市教育委員会　山梨県体育協会　甲
府市体育協会　山梨日日新聞社　YBS山
梨放送
UTYテレビ山梨

E16 全国小学生学年別柔道大会  東京都予選会　平成29年度 H29.5.28 講道館 東京都柔道連盟

E16 全国小学生学年別柔道大会  第15回 H30.8.26
キリンビバレッジ
周南総合スポーツセンター

全日本柔道連盟

文部科学省　講道館　日本体育協会　東
京スポーツ新聞格技振興財団　読売新聞
社　山梨県　山梨県教育委員会　甲府市
甲府市教育委員会　山梨県体育協会　甲
府市体育協会　山梨日日新聞社　YBS山
梨放送
UTYテレビ山梨

E16 全国小学生学年別柔道大会　東京都予選会　第16回 R1.5.26 講道館女子武道場 東京都柔道連盟

E16 VIVA JUDO!杯  小学生団体柔道大会  第3回 H21.11.1 東京武道館 東京都柔道連盟
全日本柔道連盟  東京都教育委員会
東京都体育協会  関東柔道連合会

E16 VIVA JUDO!杯  小学生団体柔道大会  第5回 H23.11.6 東京武道館 東京都柔道連盟
全日本柔道連盟  東京都教育委員会
東京都体育協会  関東柔道連合会

E16 VIVA JUDO!杯  小学生団体柔道大会  第10回 H28.10.30 東京武道館 東京都柔道連盟
全日本柔道連盟  東京都教育委員会
東京都体育協会  関東柔道連合会

E17 ＪＯＣ全日本ジュニア（全日本新人）大会

E17 全日本柔道ジュニア選手権大会 S45.4.26 講道館 全日本柔道連盟　講道館 朝日新聞社　NETテレビ

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会　第2回　(第3回は11月実施） S46.4.11 講道館 全日本柔道連盟  講道館 朝日新聞社  NETテレビ

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第4回 S47.11.19 大阪市中央体育館 全日本柔道連盟 講道館  近畿柔道連盟  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第5回 S48.11.24 札幌市道立スポーツセンター 全日本柔道連盟
講道館  朝日新聞社  北海道  北海道教
育委員会  北海道体育協会  札幌市  札
幌市教育委員会  札幌市体育連盟

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第6回 S49.7.13 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第7回 S50.11.30 福岡市民体育館 全日本柔道連盟
九州柔道会  朝日新聞社  福岡県  福岡
市  福岡県教育委員会  福岡市教育委員
会

E17
全日本新人体重別柔道選手権大会  第8回
兼  世界ジュニア柔道選手権大会 第2回 日本代表選手選考会

S51.11.14 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第9回 S52.11.27 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第10回 S53.12.3 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第11回 S54.11.25 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社
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E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第12回 S55.11.24 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第13回 S56.5.30 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第14回 S57.11.28 和歌山県立体育館 全日本柔道連盟
講道館  朝日新聞社  和歌山県教育委員
会  和歌山県体育協会

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第15回 S58.11.27 国士館大学武道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第16回 S59.11.25 神戸市立中央体育館 全日本柔道連盟

兵庫県  神戸市  兵庫県教育委員会  神
戸市教育委員会  兵庫県体育協会  神戸
市体育協会  講道館  朝日新聞社  1983
ユニバーシアード神戸大会組織委員会

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第17回 S60.11.24 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第18回 S61.11.24 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第19回 S62.12.5 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第21回 H1.11.26 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第22回 H2.11.30-12.1 日本武道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17 全日本新人体重別柔道選手権大会  第23回 H3.11.24 講道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第24回
JOCジュニアオリンピックカップ

H4.11.22 尼崎市記念公園体育館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第25回
 JOCジュニアオリンピックカップ

H5.11.28 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第26回
JOCジュニアオリンピックカップ

H6.11.20 大宮市武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社  埼玉県教育委員会  大宮市  大宮
市教育委員会  埼玉県体育協会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第27回
JOCジュニアオリンピックカップ

H7.11.26 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第28回
JOCジュニアオリンピックカップ

H8.11.16 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第29回
JOCジュニアオリンピックカップ

H9.11.15 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第30回
第1回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H10.9.12-13 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会　講道館
朝日新聞社　東京都柔道連盟
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E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第31回
第2回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H11.9.11-12 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会　講道館
朝日新聞社　東京都柔道連盟

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第32回
第3回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H12.9.9,10 講道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会　講道館
朝日新聞社　東京都柔道連盟

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第33回
第4回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H13.9.8-9 講道館 全日本柔道連盟

E17

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会関東大会茨城県選手選考
会  第33回  /
第4回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会関東大会茨城県
選手選考会
JOCジュニアオリンピックカップ

H13.7.8 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第33回  /
第4回日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会  関東予選
JOCジュニアオリンピック

H13.7.29 神奈川県立武道館 関東柔道連合会 読売新聞社  神奈川新聞社

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第34回
第5回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H14.9.7-8 講道館
全日本柔道連盟　日本オリンピック
委員会

朝日新聞社　講道館　東京都柔道連盟

E17

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会関東大会茨城県選手選考
会  第34回  /
第5回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会関東大会茨城県
選手選考会
JOCジュニアオリンピックカップ

H14.7.6 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E17

全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第35回
第6回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ
(第59回国民体育大会柔道競技リハーサル大会　埼玉県立武道館
落成記念事業･上尾市制施行45周年記念事業)

H15.9.20-21 埼玉県立武道館

全日本柔道連盟　日本オリンピック
委員会　上尾市　上尾市教育委員
会　彩の国まごころ国体上尾市実
行委員会

朝日新聞社　埼玉県　埼玉県教育委員会
彩の国まごころ国体実行委員会　埼玉県
体育協会　上尾市体育協会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第36回
第7回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H16.9.11-12 講道館
全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会

朝日新聞社　講道館　東京都柔道連盟

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第37回
第8回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H17.9.17-18 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟　上尾市
朝日新聞社　日本オリンピック委員会　講
道館

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　第38回
第9回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H18.9.9-10 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟　上尾市
朝日新聞社　日本オリンピック委員会　講
道館

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第39回
第10回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H19.9.8-9 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟   上尾市
日本オリンピック委員会  講道館  朝日新
聞社

99 / 194 ページ



E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会 第40回
第11回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H20.9.13-14 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社 上尾市 上尾市教育委員会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ

H21.9.12-13 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社 上尾市 上尾市教育委員会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成22年度

H22.9.18-19 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成23年度

H23.9.10-11 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成24年度

H24.9.8-9 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成25年度

H25.9.7-8 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成26年度

H26.9.13-14 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成27年度

H27.9.12-13 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成28年度

H28.9.10-11 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成29年度

H29.9.30-10.1 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  平成30年度

H30.9.8-9 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  令和元年度

R1.9.14-15 埼玉県立武道館 全日本柔道連盟
日本オリンピック委員会  講道館 朝日新
聞社  埼玉県  上尾市  上尾市教育委員
会

E17
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会
JOCジュニアオリンピックカップ  2021年度

R3.12.18-19 講道館 全日本柔道連盟 日本オリンピック委員会 講道館 上月財団

E17 全日本招待選抜新人柔道選手権大会 S31.10.21 福岡スポーツセンター 九州柔道協会
全日本柔道連盟　福岡教育委員会
西日本新聞社

E17 全日本選抜新人柔道選手権大会　第2回 S32.8.25 福岡スポーツセンター 九州柔道協会
全日本柔道連盟　福岡教育委員会
西日本新聞社

E17 全日本招待選抜柔道選手権大会　第1回 S35.8.27-28 福岡スポーツセンター 九州柔道協会
全日本柔道連盟　福岡教育委員会
西日本新聞社

E18 全国教員柔道大会

E18 全国教員柔道大会 S52.3.23 講道館 全日本柔道連盟 文部省  講道館
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E18 全国教員柔道大会  第2回 S52.8.24 講道館 全日本柔道連盟 文部省  講道館

E18 全国教員柔道大会  第3回 S53.8.21 講道館 全日本柔道連盟 文部省  講道館

E18 全国教員柔道大会  第4回 S54.8.21 栃木県武道館
全日本柔道連盟  宇都宮市
第35回国民体育大会宇都宮市実
行委員会  宇都宮市教育委員会

文部省  講道館  朝日新聞社  栃木県  第
35回国民体育大会栃木県実行委員会  栃
木県教育委員会  栃木県体育協会  宇都
宮市体育協会

E18 全国教員柔道大会  第5回 S55.8.23 講道館 全日本柔道連盟 文部省  講道館  朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第6回 S56.8.22 島根県立武道館
全日本柔道連盟  松江市
第37回国民体育大会松江市実行
委員会

文部省  講道館  朝日新聞社  島根県  第
37回国民体育大会島根県実行委員会  島
根県教育委員会

E18 全国教員柔道大会  第8回 S58.8.23 天理市総合体育館

全日本柔道連盟  天理市  天理市
教育委員会
第39回国民体育大会天理市国体
委員会

文部省  講道館  奈良県  奈良県教育委
員会  第39回国民体育大会奈良県国体委
員会  奈良県体育協会  天理市体育協会
朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第8回  監督会議資料 S58.8.22 天理柔道順正館
第39回国民体育大会天理市国体
委員会
奈良県柔道連盟

E18 全国教員柔道大会  第9回 S59.8.19 境港市民体育館
全日本柔道連盟  境港市  境港市
教育委員会  第40回国民体育大会
境港市実行委員会

文部省  講道館  鳥取県  鳥取県教育委
員会  第40回国民体育大会鳥取県実行委
員会  鳥取県体育協会  境港市体育協会
朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第10回 S60.8.18 身延町民体育館
全日本柔道連盟  身延町  身延町
教育委員会  第41回国民体育大会
身延町実行委員会

文部省  講道館  山梨県  山梨県教育委
員会  第41回国民体育大会山梨県実行委
員会  山梨県体育協会  身延町体育協会
朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第11回 S61.8.17 講道館 全日本柔道連盟 文部省　講道館　朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第15回 H2.8.21 講道館 全日本柔道連盟 文部省  講道館  朝日新聞社

E18
全国教員柔道大会  第16回
（第47回国民体育大会柔道競技リハーサル大会）

H3.8.11 山辺町民総合体育館
全日本柔道連盟  山辺町  第47回
国民体育大会山辺町実行委員会

文部省  講道館  朝日新聞社  山形県  山
形県教育委員会  第47回国民体育大会山
形県実行委員会  山形県体育協会  山辺
町教育委員会  山辺町体育協会

E18
全国教員柔道大会  第17回
第48回国民体育大会柔道競技リハーサル大会

H4.8.13 香川県立大川体育館
全日本柔道連盟  大内町  第48回
国民体育大会大内町実行委員会

文部省 講道館  朝日新聞社  香川県  香
川県教育委員会  第48回国民体育大会香
川県実行委員会  香川県体育協会  大内
町教育委員会  大内町体育協会

E18
全国教員柔道大会  第18回
第49回国民体育大会柔道競技リハーサル大会

H5.8.17 愛知県武道館
全日本柔道連盟  名古屋市
名古屋市教育委員会  第49回国民
体育大会名古屋市実行委員会

文部省  講道館  朝日新聞社  愛知県  愛
知県教育委員会  第49回国民体育大会愛
知県実行委員会  愛知県体育協会  名古
屋市体育協会

101 / 194 ページ



E18
全国教員柔道大会  第19回
 (第50回国民体育大会柔道競技リハーサル大会)

H6.7.28 鶴ヶ城体育館
全日本柔道連盟  会津若松市  会
津若松市教育委員会  第50回国民
体育大会会津若松市実行委員会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  福島県  福島県教育委員会  第
50回国民体育大会福島県実行委員会  福
島県体育協会  会津若松市体育協会

E18
全国教員柔道体会  第20回
  (第51回国民体育体会柔道競技リハーサル大会)

H7.7.30 廿日市市スポーツセンター
全日本柔道連盟  廿日市市  第51
回国民体育大会廿日市市実行委
員会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  広島県  広島県教育委員会  第
51回国民体育大会広島県実行委員会  広
島県体育協会  廿日市市教育委員会  廿
日市市体育協会

E18
全国教員柔道体会  第21回
  (第52回国民体育体会柔道競技リハーサル大会)

H8.8.7 箕面市立第一総合運動市民体育館
全日本柔道連盟  箕面市  箕面市
教育委員会  第52回国民体育大会
箕面市実行委員会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  大阪府  大阪府教育委員会  第
52回国民体育大会大阪府実行委員会  大
阪府体育協会  箕面市体育連盟

E18
全国教員柔道大会  第22回
  (第53回国民体育大会柔道競技リハーサル大会)

H9.7.27
横須賀市総合体育会館
 (横須賀アリーナ)

全日本柔道連盟  横須賀市  かな
がわ・ゆめ国体横須賀市実行委員
会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  神奈川県  神奈川県教育委員会
かながわ・ゆめ国体実行委員会  神奈川
県体育協会  横須賀市教育委員会  横須
賀市体育協会

E18
全国教員柔道大会要項  第23回
  （第54回国民体育大会柔道競技リハーサル大会）

H10.8.1 山鹿市総合体育館
全日本柔道連盟   山鹿市
第54回国民体育大会
山鹿市実行委員会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  熊本県  熊本県教育委員会  山
鹿市教育委員会  山鹿市体育協会

E18
全国教員柔道大会  第24回
 (第55回国民体育大会柔道競技リハーサル大会）

H11.8.1 小杉町総合体育センター
全日本柔道連盟  小杉町
2000年国体小杉町実行委員会

文部省  講道館  日本武道協議会  朝日
新聞社  富山県  富山県教育委員会
2000年国体富山県実行委員会  富山県体
育協会  小杉町教育委員会  小杉町体育
協会

E18
全国教員柔道大会　第25回
(第56回国民体育大会柔道競技リハ－サル大会)

H12.7.30
気仙沼市総合体育館
「ケ－・ウェ－ブ」

全日本柔道連盟　気仙沼市
気仙沼市教育委員会　新世紀・
みやぎ国体気仙沼市実行委員会

文部省　講道館　日本武道協議会　朝日
新聞社　宮城県　宮城県教育委員会　新
世紀・みやぎ国体実行委員会　宮城県体
育協会　気仙沼市体育協会　気仙沼柔道
協会

E18
全国教員柔道大会　第26回
(第57回国民体育大会柔道競技リハーサル大会)

H13.8.5 宿毛市総合運動公園市民体育館
全日本柔道連盟　宿毛市　宿毛市
教育委員会　よさこい高知国体宿
毛市実行委員会

文部科学省　講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　高知県　高知県教育委員会
よさいこい高知国体実行委員会　高知県
体育協会　宿毛市体育協会

E18
全国教員柔道大会　第27回
　（NEW！わかふじ国体柔道競技リハーサル大会）

H14.7.28
浜北市総合体育館
（グリーンアリーナ）

全日本柔道連盟　浜北市
浜北市教育委員会　NEW！
わかふじ国体浜北市実行委員会

文部科学省　講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　静岡県　静岡県教育委員会
NEW！わかふじ国体静岡県実行委員会
静岡県体育協会　浜北市体育協会

E18 全国教員柔道大会　第28回 H15.8.3 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　東京都教育委員会

E18
全国教員柔道大会　第29回
　（晴れの国おかやま国体柔道競技リハーサル大会）

H16.8.8 岡山県津山東体育館
全日本柔道連盟　津山市　津山市
教育委員会　晴れの国おかやま国
体津山市実行委員会

文部科学省　講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　岡山県　岡山県教育委員会
「晴れの国おかやま国体・輝いて！おかや
ま大会」実行委員会　岡山体育協会　津山
市体育協会
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E18
全国教員柔道大会　第30回
　（のじぎく兵庫国体柔道競技リハーサル大会）

H17.8.7 兵庫県立武道館
全日本柔道連盟　姫路市　姫路市
教育委員会　のじぎく兵庫国体姫
路市実行委員会

文部科学省  講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　兵庫県　兵庫県教育委員会
のじぎく兵庫国体実行委員会　兵庫県体
育協会　姫路市体育協会

E18
全国教員柔道大会　第31回
　（秋田わか杉国体柔道競技リハーサル大会）

H18.7.30 秋田県立武道館
全日本柔道連盟　秋田市　秋田市
教育委員会　秋田わか杉国体秋田
市実行委員会

文部科学省　講道館　日本武道協議会
朝日新聞社　秋田県　秋田県教育委員会
秋田わか杉国体実行委員会　秋田県体育
協会　秋田市体育協会

E18
全国教員柔道大会  第32回
  （第63回国民体育大会柔道競技リハーサル大会）

H19.8.5 大分県総合体育館
全日本柔道連盟  大分市  大分市
教育委員会  チャレンジ！おおいた
国体大分市実行委員会

文部科学省  講道館  日本武道協議会
朝日新聞社  大分県  大分県教育委員会
チャレンジ！おおいた国体・おおいた大会
実行委員会  大分県体育協会  大分市体
育協会

E18
全国教員柔道大会  第33回
   （トキめき新潟国体柔道競技リハーサル大会）

H20.7.27 新潟市豊栄総合体育館
全日本柔道連盟  新潟市  新潟市
教育委員会  トキめき新潟国体新
潟市実行委員会

文部科学省  講道館  日本武道協会  朝
日新聞社  新潟県  新潟県教育委員会  ト
キめき新潟大会実行委員会  新潟県体育
協会  新潟市体育協会

E18 全国教員柔道大会  第34回  H21.8.2 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省  講道館
日本武道協議会  朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第36回  H23.8.6 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省  講道館
日本武道協議会  朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会  第37回  H24.8.12 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省  講道館
日本武道協議会  朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会　第38回 H25.8.3 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省  講道館
日本武道協議会  朝日新聞社

E18
全国教員柔道大会　第39回
（紀の国わかやま国体柔道競技リハーサル大会）

H26.8.10
武道・体育センター
和歌山ビッグウエーブ

全日本柔道連盟　和歌山市　和歌
山市教育委員会　紀の国わかやま
国体・紀の国わかやま大会和歌山
市実行委員会

文部科学省　講道館  日本武道協議会
朝日新聞社　和歌山県　和歌山県教育委
員会　和歌山県体育協会　紀の国わかや
ま国体・紀の国わかやま大会実行委員会

E18 全国教員柔道大会　第40回 H27.8.1 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館
日本武道協議会　朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会　第41回 H28.8.6 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館
日本武道協議会　朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会　第42回 H29.8.5 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館
日本武道協議会　朝日新聞社

E18 全国教員柔道大会　第43回 H30.8.4 講道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館
日本武道協議会　朝日新聞社

E19 講道館杯体重別選手権大会

E19 講道館杯全国柔道体重別選手権大会  昭和60年 S60.4.7 講道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯全国柔道体重別選手権大会  昭和61年 S61.4.6 講道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯全国柔道体重別選手権大会  平成元年 H1.4.2 講道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯争奪日本柔道体重別選手権大会 H2.4.8 東京武道館 全日本柔道連盟  講道館
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E19
講道館杯争奪日本柔道体重別選手権大会
第17回世界柔道選手権大会第1次選考会

H3.4.7 東京体育館 全日本柔道連盟  講道館

E19
講道館杯争奪日本柔道体重別選手権大会  平成4年度
オリンピックセレクション  バルセロナ'92

H4.4.5 警視庁武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯日本柔道体重別選手権大会  平成5年度 H5.4.4 警視庁武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯日本柔道体重別選手権大会  平成6年度 H6.4.3 警視庁武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19
日本柔道体重別選手権大会  平成6年度
（平成6年度2回目の講道館杯）

H6.12.23 警視庁武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯日本柔道体重別選手権大会 H7.12.22-23 講道館/警視庁 全日本柔道連盟  講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会
'97パリ世界柔道選手権大会第1次選考会

H8.12.21-22 警視庁武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19 講道館杯日本柔道体重別選手権大会  平成9年度 H9.12.6-7 警視庁術科センター武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会　平成10年度
'99世界柔道選手権大会第1次選考会
'99嘉納治五郎杯国際柔道大会選考会

H10.11.28-29 警視庁術科センター武道館 全日本柔道連盟　講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会  平成11年度
2000年シドニーオリンピック日本代表選手第1次選考会

H11.11.27-28 警視庁術科センター武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会  平成12年度
2001年世界柔道選手権大会(ﾄﾞｲﾂ･ﾐｭﾝﾍﾝ)
日本代表選手第一次選考会

H12.11.25-26 警視庁術科武道センター武道館 全日本柔道連盟  講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会　平成13年度
2002年アジア大会(韓国)及びワールドカップ(スイス)
日本代表選手権第1次選考会

H13.11.24-25 警視庁術科センター武道館 全日本柔道連盟　講道館

E19
講道館杯日本柔道体重別選手権大会　平成14年度
2003年大阪世界選手権大会
日本代表1次選考会

H14.11.23-24 警視庁術科センター武道館 全日本柔道連盟　講道館 東京都柔道連盟

E19
講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成15年度
2004年アテネオリンピック日本代表第1次選考会

H15.11.15-16 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟　講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19
講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成16年度
2005年カイロ世界選手権大会第1次選考会

H16.11.20-21 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟　講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成17年度 H17.11.19-20 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟　講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19
講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成18年度
2007年世界柔道選手権大会（ブラジル）
日本代表第一次選考会

H18.11.18-19 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟　講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社
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E19
講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成19年度
2008年北京オリンピック柔道競技大会
日本代表第1次選考会

H19.11.17-18 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成20年度 H20.11.15-16 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成21年度 H21.11.14-15 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館
千葉県　千葉県教育委員会　千葉市　千
葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興財
団　フジテレビ　読売新聞社

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成22年度 H22.11.20-21 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館

上月スポーツ・教育財団　フジテレビ　読
売新聞社　千葉県　千葉県教育委員会
千葉市　千葉市教育委員会　千葉市ス
ポーツ振興財団

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成23年度 H23.11.12-13 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館

上月スポーツ・教育財団　フジテレビ　読
売新聞社　千葉県　千葉県教育委員会
千葉市　千葉市教育委員会　千葉市ス
ポーツ振興財団

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会  平成24年度 H24.11.10-11 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟  講道館

上月スポーツ・教育財団　NHK　読売新聞
社　千葉県　千葉県教育委員会　千葉市
千葉市教育委員会　千葉市スポーツ振興
財団

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成25年度 H25.11.9-10 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟　講道館
上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成26年度 H26.11.8-9 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成27年度 H27.11.7-8 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成28年度 H28.11.12-13 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成29年度 H29.11.11-12 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　平成30年度 H30.11.3-4 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　令和元年度 R01.11.2-3 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館
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E19 講道館杯全日本柔道体重別選手権大会　令和2年度 R02.10.31-11.2 千葉ポートアリーナ 全日本柔道連盟

上月財団　NHK　読売新聞社　千葉県　千
葉県教育委員会　千葉市　千葉市教育委
員会　千葉市スポーツ振興財団　　特別後
援：講道館

E20 全日本柔道形競技大会

E20 全日本柔道形競技大会  平成9年度 H9.9.27 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本柔道整復師会

E20 全日本柔道形競技大会  平成10年度 H10.9.27 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本柔道整復師会

E20 全日本柔道形競技大会  平成11年度 H11.9.26 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本柔道整復師会

E20 全日本柔道形競技大会  平成12年度 H12.10.1 講道館 講道館  全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本柔道整復師会

E20 全日本柔道形競技大会　平成13年度 H13.9.30 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　社団法人日本柔道整復師会
朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成14年度 H14.10.13 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　社団法人日本柔道整復師会
朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成15年度 H15.10.19 講道館 講道館  全日本柔道連盟
文部科学省　社団法人日本柔道整復師会
朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成16年度 H16.10.17 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　社団法人日本柔道整復師会
朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成17年 H17.10.16 講道館 講道館  全日本柔道連盟 文部科学省　朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成18年 H18.10.22 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省　日本柔道整復師会　朝日新
聞社

E20
講道館柔道｢形｣国際競技大会  第1回
1st Kodokan Judo Kata International Tournament 2007

2007.10.27-28 講道館 講道館　全日本柔道連盟 日本柔道整復師会  朝日新聞社

E20 全日本柔道形競技大会  平成20年 H20.10.26 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会  平成21年 H21.10.25 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会  平成22年 H22.10.31 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会  平成23年 H23.10.23 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会  平成24年 H24.10.21 講道館 講道館　全日本柔道連盟
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成25年 H25.9.23 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成26年 H26.11.22 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成27年 H27.11.21 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
文部科学省 日本柔道整復師会  朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成28年 H28.10.23 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
スポーツ庁　日本柔道整復師会　朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　平成29年 H29.10.22 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
スポーツ庁　日本柔道整復師会　朝日新
聞社
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E20 全日本柔道形競技大会　令和元年 R1.10.27 講道館 講道館　全日本柔道連盟　
スポーツ庁　日本柔道整復師会　朝日新
聞社

E20 全日本柔道形競技大会　令和3年 R4.02.06 講道館 講道館　全日本柔道連盟　

E20
世界形柔道選手権大会
WORLD KATA JUDO CHAMPIONSHIPS KYOTO 2013

H25.10.19-20 京都市武道センター 国際柔道連盟

文科省　外務省　日本体育協会　日本オリ
ンピック委員会　京都府　京都市　京都府
体育協会　京都市体育協会　京都府教育
委員会　京都市教育委員会　京都新聞社
講道館　日本柔道整復師会

E21 全日本女子柔道大会（都道府県・団体）

E21 全日本女子柔道団体優勝大会　第2回 S61.7.20 岡山武道館 全日本柔道連盟　
講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 全日本女子柔道団体優勝大会　第3回 S62.6.21 岡山武道館 全日本柔道連盟　
講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 全日本女子柔道団体優勝大会  第4回 S63.6.18-19 岡山武道館 全日本柔道連盟
講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 全日本女子柔道団体優勝大会  第10回 H6.6.18-19 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省  講道館  中国地区柔道連盟  岡
山県柔道整復師会  JR西日本岡山支社

E21 全日本女子柔道団体優勝大会　第11回 H7.6.17-18 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省　講道館　中国地区柔道連盟　岡
山県柔道整復師会　JR西日本岡山支社

E21 全日本女子柔道団体優勝大会　第12回 H8.6.14-16 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省　講道館　中国地区柔道連盟　岡
山県柔道整復師会　JR西日本岡山支社

E21 都道府県対抗全日本女子柔道大会  第13回 H9.6.13-15 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省  講道館  中国地区柔道連盟  岡
山県柔道整復師会  JR西日本岡山支社

E21 都道府県対抗 全日本女子柔道大会　第14回　 H10.6.12-14 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省　講道館　中国地区柔道連盟　岡
山県柔道整復師会　JR西日本岡山支社

E21
都道府県対抗  全日本女子柔道大会  第15回
全日本柔道連盟創立50周年記念

H11.6.18-20 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省  講道館  中国地区柔道連盟  岡
山県柔道整復師会  JR西日本岡山支社

E21 都道府県対抗  全日本女子柔道大会  第16回 H12.6.16-18 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部省　講道館　中国地区柔道連盟　岡
山県柔道整復師会　ＪＲ西日本岡山支社

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第17回 H13.6.16-17 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会　JR西日本岡山支
社

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第18回 H14.6.15-16 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会　JR西日本岡山支
社

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第19回 H15.6.14-15 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第20回 H16.6.19-20 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第21回 H17.6.18-19 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会

E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第22回 H18.6.17-18 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　講道館　中国地区柔道連盟
岡山県柔道整復師会
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E21 都道府県対抗　全日本女子柔道大会　第23回 H19.6.16-17 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　岡山県教育委員会　講道館
中国地区柔道連盟　岡山県柔道整復師会

E21 都道府県対抗 全日本女子柔道大会　第24回　 H20.6.13-15 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　岡山県教育委員会　講道館
中国地区柔道連盟　岡山県柔道整復師会

E21 都道府県対抗  全日本女子柔道大会  第25回 H21.6.20-21 岡山武道館 全日本柔道連盟
文部科学省　岡山県教育委員会　講道館
中国地区柔道連盟　岡山県柔道整復師会

E22 福岡国女子柔道選手権大会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第1回 1983.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省
福岡県  福岡県教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第1回　日本選手団記録 1983.12.10-11 福岡国際センター
国際柔道連盟  文部省  外務省
福岡県  福岡県教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第1回  運営マニュアル 1983.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡県  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省
福岡県  福岡県教育委員会

E22
福岡国際女子柔道選手権大会事務局  第1回
選手のための福岡滞在ガイドブック

1983..

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第2回 1984.12.8-9 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第2回  日本選手団記録 1984.12.8-9 福岡国際センター

E22 福岡国際女子柔道選手権大会事務局  第2回  GUIDEBOOK 1984..

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第3回  日本選手団記録 1984.12.5-8 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第3回　記録付 1985.12.7-8 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第4回 1986.12.13-14 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第4回　日本選手団記録 1986.12.13-14 福岡国際センター

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第5回 1987.12.12-13 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  ＲＫＢ毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第5回　日本選手団記録 1987.12.12-13 福岡国際センター 　

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第6回 1988.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第6回  日本選手団記録 1988.12.10-11 福岡国際センター

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第6回  運営マニュアル 1988.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第7回 1989.12.9-10 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第8回 1990.12.8-9 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第9回 1991.12.7-8 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会
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E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第10回 1992.12.12-13 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第11回 1993.12.11-12 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22
福岡国際女子柔道選手権大会  第12回
プレユニバーシアード女子柔道大会

1994.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第13回 1995.12.9-10 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第14回 1996.12.7-8 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会事務局  第14回  GUIDEBOOK 1996..

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第15回 1997.12.13-14 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第18回 2000.12.9-10 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第20回 2002.12.7-8 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第21回 2003.12.13-14 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第22回 2004.12.11-12 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会  第22回  運営マニュアル 2004.12.11-12 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 福岡国際女子柔道選手権大会　第23回 2005.12.10-11 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22
福岡国際女子柔道選手権大会　第24回
（同時開催のIJF女性コーチングセミナーの資料もあり）

2006.12.16-17 福岡国際センター
全日本柔道連盟  九州柔道協会
福岡市  RKB毎日放送

国際柔道連盟  文部省  外務省  福岡県
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会

E22 The 14th Fukuoka International Women's Judo Championships 1996.12.7-8 Fukuoka, Japan

E23 全国青年大会

E23 全国青年大会  講和記念 S27.11.4-7
文部省  東京都  東京都教育委員
会

E23 全国青年大会　講和記念　柔道 S27.11.5-6
文部省  東京都  東京都教育委員
会

E23 全国青年大会  第2回  柔道 S28.9.27-30
文部省  東京都  東京都教育委員
会
日本青年館

日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第4回 1955.10.11-14 明治神宮外苑其の他
文部省  都道府県教育委員会  日
本青年団協議会  東京都教育委員
会

※この大会は，2007年12月の「嘉納治五郎杯東京国際柔道大会」（男女同時開催）に統合されました。
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E23 全国青年大会  第5回 S31.10.12-15 明治神宮外苑その他
文部省  東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第6回 1957.11.10-13
全国青年大会実行委員会  文部省
東京都教育委員会  日本青年団協
議会

E23 全国青年大会　第8回 1959.11.11-14
文部省　東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第9回 1960.11.8-11
文部省　東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会　第11回 1962.11.14-17
文部省　東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会　第12回 1963.11.13-16 国立競技場ほか
文部省　東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会　第16回　大会要項あり 1967.11.8-11 国立競技場ほか
文部省　東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第17回  明治百年記念 1968.11.9-13
文部省  東京都教育委員会  日本
青年団協議会  明治百年記念行事
実行委員会

E23 全国青年大会  第18回  柔道 1969.11.8-11
文部省  東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第19回  柔道 1970.11.11-14
文部省  東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会  第20回  柔道 S46.11.10-13
文部省  東京都教育委員会
日本青年団協議会

E23 全国青年大会要項  第28回
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第28回 1979.11.8-11
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第30回記念 1981.11.6-9
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第35回 1986.11.7-10
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第45回 1996.11.8-11
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会要項  第45回 1996..
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第47回　柔道競技 1998.11.7-8 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23
全国青年大会  第48回  全日本柔道連盟創立50周年記念  柔道競
技

1999.11.13 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第49回　総合・柔道競技 2000.11.10-13 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第50回　総合・柔道競技 2001.11.10-11 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

文部科学省　日本体育協会　日本放送協
会

E23 全国青年大会　第51回　柔道競技 2002.11.9-10 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会
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E23 全国青年大会　第52回　柔道競技 2003.11.9 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第53回　総合 2004.11.12-15
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

文部科学省　日本体育協会　日本放送協
会

E23 全国青年大会　第53回　柔道競技 2004.11.13 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第54回　柔道競技　（入賞者リストあり） 2005.11.12 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会　第55回　柔道競技 2006.11.11 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第56回  柔道競技 2007.11.10 講道館
日本青年団協議会  日本青年館
東京都教育委員会

E23 全国青年大会  第57回 2008.11.7-10
東京体育館  日本青年館  国立オ
リンピック記念青少年総合センター
ほか

日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会  第58回 2009.11.13-16
東京体育館  日本青年館  国立オ
リンピック記念青少年総合センター
ほか

日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会  第58回　報告書 2009.11.13-16
東京体育館  日本青年館  国立オ
リンピック記念青少年総合センター
ほか

日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会  第59回 2010.11.12-15 東京武道館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会  第59回　報告書 2010.11.12-15 東京武道館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第60回　 2011.11.11-14 東京体育館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第60回　報告書 2011.11.11-14 東京体育館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第61回 2012.11.9-12 東京武道館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第61回　報告書 2012.11.9-12 東京武道館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第62回 2013.11.8-11 東京体育館　日本青年館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第63回 2014.11.7-11 東京体育館　日本青年館　ほか
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省  日本体育協会  NHK

E23 全国青年大会　第64回 2015.11.14 講道館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

E23 全国青年大会　第65回 2016.11.11-14 講道館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省　日本体育協会　NHK

E23 全国青年大会　第66回 2017.11.10-13 講道館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省　日本体育協会　NHK

E23 全国青年大会　第67回 2018.11.9-12 講道館
日本青年団協議会　日本青年館
東京都

文部科学省　日本体育協会　NHK

E24 全日本学生柔道優勝大会
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E24 全日本学生柔道優勝大会 1952.9.14 蔵前国技館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第3回 1954.7.4 東京体育館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第4回 1955.7.3 蔵前国技館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第5回 1956.7.8 蔵前国技館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第6回 1957.7.7 東京体育館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第7回 1958.7.6 東京体育館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第8回 S34.7.5 東京体育館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第9回 1960.6.19 東京体育館 全日本学生柔道連盟 文部省  全日本柔道連盟  毎日新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第10回 1961.6.18 東京都体育館 全日本学生柔道連盟 毎日新聞社  文部省

E24 全日本学生柔道優勝大会  第11回 1962.6.16-17 東京都体育館 全日本学生柔道連盟 毎日新聞社  文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第12回 1963.6.15-16 東京体育館 全日本学生柔道連盟 毎日新聞社  文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第13回 1964.6.20 東京体育館 全日本学生柔道連盟 毎日新聞社  文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第14回 1965.6.19-20 東京体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第15回 1966.6.18-19 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第16回 1967.6.24-25 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第17回 1968.6.15-16 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 日本武道館  文部省  全日本柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第18回 1969.6.14-15 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第19回 1970.6.13-14 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第20回 1971.6.12-13 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第21回 1972.6.10-11 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第22回 S48.6.30-7.1 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第23回 S49.6.22-23 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第24回 S50.6.21-22 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第25回 S51.6.12-13 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館
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E24 全日本学生柔道優勝大会  第26回 S52.6.12 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第27回 S53.6.11 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第28回 S54.6.10 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第29回 S55.10.26 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第30回 S56.11.8 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  全日本柔道連盟  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　第31回 S57.9.4 愛知県体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部省　愛知県　名古屋市　愛知県教育
委員会　名古屋市教育委員会　全日本柔
道連盟　東海柔道連合会　愛知県柔道連
盟　名古屋柔道協会　中部日本放送

E24 全日本学生柔道優勝大会  第32回 S58.9.3-4 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  東京都教育委員会  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第33回 S59.9.1-2 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  東京都教育委員会  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会  第34回 S60.6.29-30 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部省  東京都教育委員会
日本武道館  東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第35回 S61.6.28-29 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社 文部省  東京都教育委員会  日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　第36回 S62.6.27-28 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社 文部省　東京都教育委員会　日本武道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　第38回 H1.6.24-25 日本武道館 日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第40回  日本学生柔道連盟40周年記念 H3.6.29-30 日本武道館 日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部省  東京都教育委員会  日本武道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会  第41回 H4.11.7 大阪府立体育会館 日本学生柔道連盟  毎日新聞

文部省  大阪府  大阪市  大阪府教育委
員会  大阪市教育委員会  全日本柔道連
盟  近畿柔道連盟  NHK  スポーツニッポ
ン新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第42回 H5.11.2-3 大阪府立体育会館 日本学生柔道連盟  毎日新聞

文部省  大阪府  大阪市  大阪府教育委
員会  大阪市教育委員会  全日本柔道連
盟  近畿柔道連盟  NHK  スポーツニッポ
ン新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第43回 H6.11.2-3 大阪府立体育会館 日本学生柔道連盟  毎日新聞

文部省  大阪府  大阪市  大阪府教育委
員会  大阪市教育委員会  全日本柔道連
盟  近畿柔道連盟  NHK  スポーツニッポ
ン新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会  第45回 H8.11.2-3 大阪府立体育会館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部省  大阪府  大阪市  大阪府教育委
員会  大阪市教育委員会  全日本柔道連
盟  近畿柔道連盟  NHK  スポーツニッポ
ン新聞社

E24 全日本学生柔道優勝大会　第46回 H9.10.4-5 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
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E24 全日本学生柔道優勝大会　第47回 H10.10.3-4 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　第48回 H11.6.26-27 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　第49回 H12.6.24-25 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　東京都教育委員会　日本武道館
全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　第50回 H13.6.23-24 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成14年度　男子51回／女子11回 H14.10.5-6 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成15年度　男子52回／女子12回 H15.6.28-29 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成16年度　男子53回／女子13回 H16.6.26-27 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成17年度　男子54回／女子14回 H17.6.25-26 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成18年度　男子55回／女子15回 H18.6.24-25 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成19年度　男子56回／女子16回 H19.6.23-24 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
フジテレビジョン

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成20年度　男子57回／女子17回 H20.6.28-29 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成21年度　男子58回／女子18回 H21.6.27-28 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成22年度　男子59回／女子19回 H22.6.26-27 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24
全日本学生柔道優勝大会　平成23年度　男子60回／女子20回
全日本学生柔道連盟60周年記念

H23.6.24-26 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成24年度　男子61回／女子21回　 H24.6.23-24 日本武道館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成25年度　男子62回／女子22回 H25.6.22-23 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成26年度　男子63回／女子23回 H26.6.28-29 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成27年度　男子64回／女子24回 H27.6.27-28 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成28年度　男子65回／女子25回 H28.6.25-26 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
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E24 全日本学生柔道優勝大会　平成29年度　男子66回／女子26回 H29.6.24-25 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　平成30年度　男子67回／女子27回 H30.6.23-24 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　令和元年度　男子68回／女子28回 R1.6.22-23 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都　日本武道館　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生柔道優勝大会　2021年度　男子70回／女子30回 R3.11.13-14 千葉ポートアリーナ 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

スポーツ庁  千葉県　千葉県教育委員会
千葉市　千葉市教育委員会　千葉県柔道
連盟　日本武道館　講道館　全日本柔道
連盟　東京都柔道連盟

E24 全日本学生女子柔道優勝大会　第9回 H12.7.1 千葉県立武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部省　全日本柔道連盟
関東柔道連合会　千葉県柔道連盟

E24 全日本学生女子柔道優勝大会　第10回 H13.6.23 日本武道館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社
文部科学省　東京都教育委員会　日本武
道館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
講道館

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会　第3回 2001.11.3-4 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　全
日本柔道連盟　近畿柔道連盟　尼崎柔道
協会　GAORA　スポーツニッポン新聞社

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会　第4回 2002.11.2-3 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会　第5回 2003.11.2-3 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会　第7回 2005.11.5-6 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会　第8回 2006.11.4-5 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟　毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  第9回 2007.11.3-4 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  第10回記念 2008.11.1-2 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

115 / 194 ページ



E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  第11回 2009.11.2-3 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道女子選抜体重別団体優勝大会  第1回 2009.11.22 埼玉県立武道館 全日本学生柔道連盟
講道館  全日本柔道連盟  埼玉県柔道連
盟

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子12回  /  女子2回 2010.10.30-31 尼崎市記念公園総合体育館 全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子13回  /  女子3回 2011.10.29-30
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子14回  /  女子4回 2012.10.27-28
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子16回  /  女子6回 2014.10.25-26
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子17回  /  女子7回 2015.10.24-25
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子18回  /  女子8回 2016.10.29-30
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

文部科学省　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　尼崎市スポーツ振興事業団　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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子19回  /  女子9回 2017.10.28-29
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

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  尼崎市スポーツ振興事業団 講道館
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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子20回  /  女子10回 2018.10.20-21
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

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  尼崎市スポーツ振興事業団 講道館
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

E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子21回  /  女子11回 2019.10.19-20
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

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  尼崎市スポーツ振興事業団 講道館
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
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E24 全日本学生柔道体重別団体優勝大会  男子23回  /  女子13回 2021.12.08-09
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

全日本学生柔道連盟  毎日新聞社

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  尼崎市スポーツ振興事業団 講道館
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

E25 全日本東西対抗・東北北海道対抗柔道大会

E25 全日本柔道東西対抗大試合 S11.4.29 福岡市外春日原
福岡日々新聞社 及
九州総合柔道有段者會

講道館

E25 全日本柔道連盟結成記念　東西対抗柔道大会番組 S24.10.29 大阪仮設国技館特設道場 全日本柔道連盟  毎日新聞社 講道館

E25 全日本柔道東西対抗 S26.9.23 名古屋市金山体育館 全日本柔道連盟  中部日本新聞社 講道館

E25 全日本柔道東西対抗試合  第3回 S27.8.17 秋田市八橋球場(特設道場) 全日本柔道連盟

講道館  秋田県  秋田市  秋田県教育委
員会  秋田県体育協会  東北柔道連盟
秋田県柔道連盟  秋田魁新報  朝日新聞
毎日新聞  読売新聞  河北新報  秋田放
送局

E25 全日本東西対抗柔道大会  第5回 1954.10.3 名古屋市金山体育館 全日本柔道連盟  中部日本新聞社

E25 全日本東西対抗柔道大会  第6回 S30.10.2 宮城球場特設道場 全日本柔道連盟  河北新報社

E25 全日本東西対抗柔道大会  第7回 1956.9.30 大阪府立体育館 全日本柔道連盟  毎日新聞社 講道館  大阪府  大阪市

E25 全日本東西対抗柔道大会  第8回 1957.9.30 福岡市スポーツセンター特設道場 全日本柔道連盟  西日本新聞社 講道館

E25 全日本東西対抗柔道大会  第9回 1959.9.27 大阪市中央体育館 全日本柔道連盟  毎日新聞社 講道館  大阪府  大阪市

E25 全日本東西対抗柔道大会  第10回 1960.9.25 富山市体育館
全日本柔道連盟  富山県  富山県
教育委員会  北日本新聞社  富山
市  富山市教育委員会

E25 全日本東西対抗柔道大会  第11回 1961.9.23 高知県民ホール
全日本柔道連盟  高知県  高知県
教育委員会  高知新聞社  高知市
高知市教育委員会

講道館

E25 全日本東西対抗柔道大会  第12回 1962.9.23 山口県体育館
全日本柔道連盟  山口県
山口県教育委員会  山口市

講道館  防長新聞社  NHK
山口放送TV  山口県武道振興会

E25 全日本東西対抗柔道大会  第14回 S40.10.3 石川県体育館
全日本柔道連盟  石川県  金沢市
石川県教育委員会  金沢市教育委
員会

講道館  北信越柔道連盟  石川県体育協
会  金沢市体育協会  石川県警察本部
北国新聞社

E25 全日本東西対抗柔道 金沢大会  第14回  (写真・結果等) S40.10.3

E25 全日本東西対抗柔道大会  第15回 S42.10.1 栃木県体育館
全日本柔道連盟  栃木県  栃木県
教育委員会  宇都宮市  宇都宮市
教育委員会

講道館  下野新聞社  ラジオ栃木  栃木県
体育協会  宇都宮市体育協会

E25 全日本東西対抗柔道宇都宮大会記念誌  第15回 S42.10.1
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E25 全日本東西対抗柔道大会  第16回 S45.11.3 奈良県立橿原体育館
全日本柔道連盟
奈良県教育委員会

E25 東西柔道対抗試合東軍豫選大会 S26.8.19 講道館 東京都柔道連盟

E25 東西対抗柔道試合東軍豫選大会 S28.7.12 講道館 東京都柔道連盟
北海道柔道連盟　東北柔道連盟　関東柔
道連合会　信越柔道連盟　東海柔道連合
会

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第3回 1954.7.18 (札幌市)
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北北海道対抗柔道大会　第4回 1955.4.29 宮城球場特設道場
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北 北海道対抗柔道大会　第5回 1956.6.24 中島スポーツセンター(札幌市)
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北 北海道対抗柔道大会　第6回 [1957].4.28 宮城球場特設道場
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第7回 1958.6.8 中島スポーツセンター(札幌市)
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北北海道対抗柔道大会　第8回 [1959].4.29 宮城球場特設道場
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第9回 1960.6.26 札幌中島スポーツセンター
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第10回 [1961].5.5 仙台宮城球場特設会場
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北、北海道対抗柔道大会　第11回 [1962].6.10 旭川市体育館
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

旭川市　旭川市教育委員会
旭川市商工会議所　旭川鉄道管理局

E25 東北北海道対抗柔道大会　12 1963.9.22 仙台市レジャーセンター
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第13回 [1964].5.24 中島スポーツセンター
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第14回 1965.6.27 仙台市 県スポーツセンター
河北新報社　北海道新聞社　東
北・北海道柔道連盟　宮城県　仙
台市

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第15回 S41.9.18 札幌市中島スポーツセンター
北海道新聞社　河北新報社
東北・北海道柔道連盟

E25
東北・北海道対抗柔道大会　第21回(*戦前の5大会を含めて第21
回)　秋田県立体育館竣工記念

[　].11.10 県立体育館(秋田市)
秋田県教育委員会　秋田市教育委
員会　河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第22回 S44.7.20 苫小牧市王子スポーツセンター
北海道新聞社　河北新報社
北海道柔道連盟　東北柔道連盟

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第25回 [　].9.17 宮城県スポーツセンター特設会場
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

E25 東北=北海道対抗柔道大会　第28回 [　].6.22 北海道立札幌中島スポーツセンター
北海道新聞社　河北新報社
北海道柔道連盟　東北柔道連盟

札幌市教育委員会

E25 東北=北海道対抗柔道大会　第29回 [　].6.27 宮城県スポーツセンター
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

宮城県柔道協会

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第33回 S55.5.18 新日鐵釜石体育館
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

岩手県　岩手県教育委員会
釜石市　釜石市教育委員会
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E25 東北・北海道対抗柔道大会　第37回 S59.6.24 宮城県スポーツセンター
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

宮城県　仙台市　宮城県教育委員会
仙台市教育委員会　東北放送

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第39回 S61.6.22 宮城県武道館
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

宮城県　仙台市　宮城県教育委員会
仙台市教育委員会　東北放送

E25 東北・北海道対抗柔道大会　第45回 H4.6.14 福島市体育館
河北新報社　北海道新聞社
東北柔道連盟　北海道柔道連盟

福島県教育委員会　福島県体育協会　福
島市教育委員会　福島市体育協会　福島
テレビ

E26 警察・自衛隊・税関柔道大会

E26 警察予備隊全国柔道大会 .10.10-11 講道館 保安庁第1幕僚監部 保安庁共済組合

E26 全国警察柔道大会　第3回 S25.11.8 警視庁体育館

E26 全国警察柔道大会 S29.10.8 警視庁体育館 警察庁

E26 全国警察柔道大会 S31.10.6 東京体育館 警察庁 全国公安委員連絡協議会  警察協会

E26 全国警察柔道大会 S32.10.6 東京体育館 警察庁 全国公安委員連絡協議会  警察協会

E26 全国警察柔道大会 S43.11.5 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 昭和44年度  調査報告書 S44.10.17 日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S46.10.13 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S50.10.15 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S51.10.19 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S52.10.19 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S53.10.31 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会 S54.11.21 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会  第36回大会 S58.11.8 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会  第37回大会 S59.11.7 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会  第39回大会 S61.11.6 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会  第46回大会 H5.11.17 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会  第47回大会 H6.11.17 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第48回 H7.10.5 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館
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E26 全国警察柔道大会　第49回 H8.10.3 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第50回 H9.11.13 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第51回 H10.11.5 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第52回 H11.11.11 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第53回 H12.11.9 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第56回　平成15年度 H15.9.18 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第57回　平成16年度 H16.9.16 日本武道館 警察庁 警察協会　日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第64回　平成24年度 H24.10.22 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第65回　平成25年度 H25.10.22 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第67回　平成27年度 H27.10.14 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第69回　平成29年度 H29.10.17 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道大会　第70回　平成30年度　明治150年記念 H30.10.22 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道競技大会 警視庁 全国公安委員連絡協議会　警察協会　

E26 全国警察逮捕術大会  第6回大会 S58.11.9 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔剣道選手権大会 S45.7.8 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔剣道選手権大会 S48.5.22 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 S49.5.22 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 S50.5.14 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 S54.5.10 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 S55.5.13 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 S57.6.25 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H4.5.22 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H6.5.20 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H8.5.17 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館
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E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H9.5.23 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H10.5.26 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H11.5.20 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H12.5.19 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H13.10.4 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会 H14.10.15 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成15年度 H15.10.15 日本武道館 警察庁
全国公安委員連絡協議会  警察協会
日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成16年度 H16.10.15 日本武道館 警察庁 警察協会　日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会  平成21年度 H21.9.11 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成25年度 H25.9.6 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成27年度 H27.9.11 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成28年度 H28.9.6 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成29年度 H29.9.5 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 全国警察柔道・剣道選手権大会　平成30年度　明治150年記念 H30.9.25 日本武道館 警察庁 日本武道館

E26 新潟・福島民警対抗柔道大会 .4.7 福島県営体育館 福島県柔道連盟
福島県教育委員会  福島県警察本部  福
島市  ＮＨＫ福島放送局  福島民友新聞社

E26 警視庁柔道剣道大会 S54.7.23-26 警視庁 日本武道館

E26 宮内省皇宮警察部武道大会柔道試合組合 S14.5.20 宮城寧濟館

E26 陸上自衛隊中央柔・剣道大会 S31.12.14-15 警視庁体育館 防衛庁陸上幕僚監部 防衛庁共済組合本部

E26 陸上自衛隊全国武道大会 (柔道,剣道,銃剣術) S32.6.6-7 東京体育館 防衛庁陸上幕僚監部 防衛庁共済組合本部

E26 防衛庁長官杯　全国自衛隊柔道大会　第26回 H14.12.14-15 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟
防衛庁弘済会　朝雲新聞

E26 防衛庁長官杯  全国自衛隊柔道大会  第27回 H16.2.28-29 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館  全日本柔道連盟  防衛庁共済組
合  防衛弘済会  朝雲新聞社

E26 防衛庁長官杯　全国自衛隊柔道大会　第29回 H17.12.3-4 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟　防衛弘済会
防衛庁共済組合　朝雲新聞社

E26 防衛庁長官杯　全国自衛隊柔道大会　第30回 H18.12.9-10 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟　防衛弘済会
防衛庁共済組合　朝雲新聞社

E26 防衛大臣杯  全国自衛隊柔道大会  第32回 H21.2.14-15 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟
防衛弘済会　防衛庁共済組合
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E26 防衛大臣杯  全国自衛隊柔道大会  第33回 H21.12.5-6 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟　防衛省共済組
合

E26 防衛大臣杯  全国自衛隊柔道大会  第34回 H22.12.4-5 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟
講道館　全日本柔道連盟　防衛省共済組
合

E26 防衛大臣杯  全国自衛隊柔道大会  第35回 H23.12.3-4 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟 講道館　全国柔道連盟

E26 防衛大臣杯　全国自衛隊柔道大会　第36回 H24.12.8-9 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟 講道館　全日本柔道連盟

E26 防衛大臣杯　全国自衛隊柔道大会　第40回 H28.12.10-11 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟 講道館　全日本柔道連盟

E26 防衛大臣杯　全国自衛隊柔道大会　第42回 H30.12.8-9 自衛隊体育学校　球技体育館 全国自衛隊柔道連盟 講道館　全日本柔道連盟

E26 税関記念日武道大会  柔道 S43.11.28 東京税関武道場 東京税関

E26 全国税関柔剣道大会 S45.5.16 神戸市立中央体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会規約 S43.4 改正

E26 全国税関柔剣道大会 S46.5.29 横浜文化体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 S47.5.27 横浜文化体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 S48.5.26 横浜文化体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 S49.5.25 日本武道館 大蔵省 日本武道館

E26 全国税関柔剣道大会 S50.5.17 日本武道館 大蔵省 日本武道館

E26 全国税関柔剣道大会 S53.5.27 横浜文化体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 S57.5.29 横浜文化体育館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 H9.5.17 神奈川県立武道館 大蔵省

E26 全国税関柔剣道大会 H13.5.19 神奈川県立武道館 財務省関税局

E26 全国矯正職員武道大会　柔道　第56回 / 剣道　第52回 H16.6.2 東京拘置所道場 法務省 矯正協会

E26 全国矯正職員武道大会　柔道　第58回 / 剣道　第54回 H18.5.31 東京拘置所道場 法務省 矯正協会

E26 済寧館創設100周年　現済寧館建設50周年　記念武道大会　 S58.11.13 皇居内・済寧館
記念武道大会実行委員会
皇宮警察本部

E27 実業団・産業別・鉄鋼柔道大会　ほか

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  3 S48.8.26 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市  報知新聞社

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  4 S49.8.25 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市  報知新聞社
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E27 全日本実業柔道個人選手権大会  5 S50.8.31 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  6 S51.8.29 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  7 S52.8.28 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  8 S53.8.27 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  9 S54.8.26 大阪城内  大阪市立修道館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

全日本柔道連盟  大阪府柔道連盟
大阪府  大阪市

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第24回 H6.8.27-28 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟　近畿柔道連盟　兵庫県
柔道連盟　阪神柔道協会　尼崎市柔道協
会　兵庫県　兵庫県教育委員会　尼崎市
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　読売テレビ　報知新聞社

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第26回 H8.8.31-9.1 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟　近畿柔道連盟　兵庫県
柔道連盟　阪神柔道協会　尼崎市柔道協
会　兵庫県　兵庫県教育委員会　尼崎市
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　読売テレビ　報知新聞社

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第27回 H9.8.30-31 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟　近畿柔道連盟　兵庫県
柔道連盟　阪神柔道協会　尼崎市柔道協
会　兵庫県　兵庫県教育委員会　尼崎市
尼崎市教育委員会　尼崎市スポーツ振興
事業団　読売テレビ　報知新聞社

E27
全日本実業柔道個人選手権大会  第29回
全日本柔道連盟創立50周年記念

H11.8.28-29 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27
全日本実業柔道個人選手権大会  第30回
全日本実業柔道連盟創立50周年記念

H12.8.26-27 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第32回　 H14.8.31-9.1 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第37回 H19.8.25-26 尼崎市記念公園総合体育館 全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第41回 H23.8.27-28 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団
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E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第42回 H24.8.25-26 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第43回 H25.8.31-9.1 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第44回 H26.8.23-24 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第45回 H27.8.29-30 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27
全日本実業柔道個人選手権大会  第46回
尼崎市市制100周年記念大会

H28.8.27-28 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第48回 H30.8.25-26 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第49回 R01.09.14-15 ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園）全日本実業柔道連盟  

全日本柔道連盟  兵庫県柔道連盟  阪神
柔道協会  尼崎柔道協会  兵庫県  兵庫
県教育委員会  尼崎市  尼崎市教育委員
会  尼崎市体育協会  尼崎市スポーツ振
興事業団

E27 全日本実業柔道個人選手権大会  第51回 R03.12.18-19 滋賀県立武道館 全日本実業柔道連盟  全日本柔道連盟  滋賀県柔道連盟

E27 労働大臣杯争奪  全日本実業団柔道選手権大会  第2回 S27.6.15 日本鋼管川崎製鐵所記念館
全日本勤労者体育連盟  神奈川県
実業団体育連盟  神奈川県体育協
会

労働省  講道館  神奈川県  川崎市
読売新聞社

E27 労働大臣杯争奪  全国実業団柔道大会  第7回 S32.7.14 講道館 全国実業団体育連盟
労働省  全日本柔道連盟  全日本産業柔
道連盟  読売新聞社  日本柔道新聞社

E27 全日本実業団対抗柔道大会  第11回 S36.7.16 高岡市民体育館

全日本実業団柔道連盟  全国実業
団体育連盟  富山県  富山県教育
委員会  高岡市  高岡市教育委員
会  富山県柔道連盟  読売新聞社

労働省  全日本柔道連盟  信越柔道連盟
富山県体育協会  高岡市体育協会  高岡
柔道会

E27 労働大臣杯争奪  全日本実業団対抗柔道大会  第29回 S54.6.3 浦和市民体育館 全日本実業柔道連盟

労働省  全日本柔道連盟  読売新聞社
埼玉県商工会議所連合会  埼玉県体育協
会  浦和市体育協会  埼玉銀行  日本通
運  埼玉新聞社  テレビ埼玉
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E27 労働大臣杯争奪  全日本実業団対抗柔道大会  第30回 S55.6.1 天理大学武道館 全日本実業柔道連盟

労働省  全日本柔道連盟  埼玉県  奈良
県教育委員会  天理市  天理市教育委員
会  奈良県体育協会  天理教教会本部
天理柔道会

E27 労働大臣杯争奪  全日本実業団対抗柔道大会  第31回 S56.5.31 高岡市民体育館 全日本実業柔道連盟
労働省  全日本柔道連盟
高岡市体育協会  高岡市柔道会

E27
労働大臣杯争奪  全日本実業団対抗柔道大会  第34回
故永野重雄会長追悼

S59.5.27 大阪市中央体育館
全日本実業柔道連盟  読売新聞社
読売テレビ放送  報知新聞社

労働省  全日本柔道連盟  大阪府  大阪
府教育委員会  大阪市  大阪市教育委員
会  大阪商工会議所  大阪府柔道連盟

E27 労働大臣杯争奪  全日本実業団対抗柔道大会  第36回  S61.5.25 広島県立体育館 全日本実業柔道連盟  読売新聞社 

労働省  全日本柔道連盟  広島県 広島県
教育委員会  広島市  広島市教育委員会
広島商工会議所  広島県体育協会　広島
テレビ放送　報知新聞社

E27 労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第44回 H7.5.28-29 千葉ポートアリーナ
全日本実業柔道連盟
東日本実業柔道連盟

労働省　全日本柔道連盟　講道館　読売
新聞社　千葉県体育協会　千葉商工会議
所及び県連合会　千葉市観光協会　千葉
市スポーツ振興財団

E27

E27 労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第47回 H9.5.31-6.1 グリーンアリーナ神戸 全日本実業柔道連盟

労働省　全日本柔道連盟　講道館　読売
新聞社　兵庫県　兵庫県教育委員会　兵
庫県体育協会　神戸商工会議所　神戸市
公園緑化協会　神戸国際観光協会　神戸
市体育協会

E27 労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第48回 H10.5.30-31 グリーンアリーナ神戸 全日本実業柔道連盟

労働省　全日本柔道連盟　講道館　兵庫
県　兵庫県教育委員会　兵庫県体育協会
神戸商工会議所　神戸市公園緑化協会
神戸国際観光協会　神戸市体育協会

E27
労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第49回
全日本柔道連盟創立50周年記念

H11.6.12-13 グリーンアリーナ神戸 全日本実業柔道連盟

労働省　全日本柔道連盟　講道館　兵庫
県　兵庫県教育委員会　兵庫県体育協会
神戸商工会議所　神戸市公園緑化協会
神戸国際観光コンベンション協会　神戸市
体育協会

E27
労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第50回
全日本実業柔道連盟創立50周年記念

H12.6.10-11 グリーンアリーナ神戸 全日本実業柔道連盟

労働省　全日本柔道連盟　講道館　兵庫
県　兵庫県教育委員会　兵庫県体育協会
神戸商工会議所　神戸市公園緑化協会
神戸国際観光コンベンション協会　神戸市
体育協会

労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第46回 （写真のみ）
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E27
厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第51回
鳥取県立武道館開館記念大会

H13.6.9-10 鳥取県立武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
米子市　米子市教育委員会　米子市体育
協会　米子市商工会議所　米子市観光協
会　新日本海新聞社　山陰放送

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第52回 H14.6.8-9 ホワイトリング（長野市） 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟　講道館
長野県体育協会　長野市体育協会　長野
市商工振興公社　長野商工会議所　長野
市更北商工会　読売新聞社　信濃毎日新
聞社　長野朝日放送

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第53回 H15.5.31-6.1 堺市金岡公園体育館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　大阪府　大阪府教育委員会
大阪府柔道連盟　堺商工会議所　堺観光
コンベンション協会　堺体育協会　ジェイコ
ム関西

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第54回 H16.5.29-30 秋田県立武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　秋田県　秋田市　秋田県教
育委員会　秋田市教育委員会　秋田県体
育協会　秋田市体育協会　秋田商工会議
所　秋田観光コンベンション協会　秋田魁
新報社　NHK秋田放送局　ABS秋田放送
AKT秋田テレビ　AAB秋田朝日放送　FM
秋田　あきたワールドゲームズ記念会

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第55回 H17.5.28-29 兵庫県立武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　兵庫県　姫路市　姫路商工
会議所　兵庫県教育委員会　姫路市教育
委員会　兵庫県体育協会　姫路市体育協
会　姫路コンベンションビューロー　神戸新
聞社　姫路シティFM21

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第56回 H18.6.3-4
北海道立総合体育センター
「きたえーる」

全日本実業柔道連盟

厚生労働省
全日本柔道連盟　講道館　読売新聞社
北海道　札幌市　札幌商工会議所　北海
道教育委員会　北海道体育協会　札幌市
体育協会　北海道新聞社　道新スポーツ

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第57回 H19.6.2-3 広島市東区スポーツセンター 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　広島県　広島市　広島商工
会議所　広島県教育委員会　広島県体育
協会　広島市スポーツ協会　中国新聞社
広島ホームテレビ
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E27 厚生労働大臣杯争奪  全日本実業柔道団体対抗大会   第58回 H20.6.7-8 横浜文化体育館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟  講道館
讀賣新聞社   神奈川県  神奈川県教育委
員会  神奈川県体育協会  横浜市  横浜
市体育協会  横浜商工会議所  神奈川新
聞社  テレビ神奈川  神奈川県経営者協
会  横浜エフエム放送

E27 厚生労働大臣杯争奪  全日本実業柔道団体対抗大会   第59回 H21.6.6-7 福岡市民体育館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省  全日本柔道連盟  講道館
讀賣新聞社   福岡県  福岡県教育委員会
福岡県体育協会  福岡市  福岡市体育協
会  福岡商工会議所  西日本新聞社

E27
厚生労働大臣杯争奪  全日本実業柔道団体対抗大会   第60回
 全日本実業柔道連盟創立60周年記念

H22.6.5-6 東京武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　東京都　東京都体育協会
東京商工会議所　東京都スポーツ文化事
業団　東京武道館

E27
厚生労働大臣杯争奪  全日本実業柔道団体対抗大会   第61回
山口信夫会長追悼大会

H23.5.28-29 愛媛県武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　愛媛県　愛媛県教育委員会
松山市　松山市教育委員会　愛媛県体育
協会　松山市体育協会　松山商工会議所
愛媛県商工会議所連合会　松山観光コン
ベンション協会　愛媛新聞社　南海放送
テレビ愛媛　あいテレビ　愛媛朝日テレビ

E27
厚生労働大臣杯争奪  全日本実業柔道団体対抗大会   第62回
東日本大震災復興祈念大会

H24.6.2-3 岩手県北上総合体育館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　岩手県　岩手県教育委員会
岩手県体育協会　岩手県商工会議所連合
会　北上市　北上市教育委員会　北上市
体育協会　北上商工会議所　北上工業ク
ラブ　北上観光協会　岩手日報社　岩手日
日新聞社　NHK盛岡放送局　IBC岩手放送
テレビ岩手　めんこいテレビ　岩手朝日テ
レビ　エフエム岩手

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第63回 H25.6.15-16 岡山県総合グラウンド体育館（桃太郎アリーナ）全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　岡山県　岡山市教育委員会
岡山県体育協会　岡山市体育協会　岡山
県経済団体連絡協議会　岡山県商工会議
所連合会　岡山県経営者協会　岡山経済
同友会　岡山県中小企業団体中央会　岡
山県商工会連合会　おかやま観光コンベ
ンション協会　山陽新聞社　RSK山陽放送
OHK岡山放送　OHKスポーツ振興財団
岡山県柔道整復師会　岡山面武道振興会
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E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第64回 H26.6.7-8 静岡県武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　静岡県　静岡県教育委員会
静岡県体育協会　藤枝市　藤枝市教育委
員会　NPO法人藤枝市体育協会　藤枝市
観光協会　藤枝商工会議所　静岡県柔道
整復師会　静岡県武道協議会　静岡県新
聞社・静岡放送　中日新聞東海本社　静
岡朝日テレビ　だいいちテレビ　テレビ静
岡

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第65回 H27.6.6-7 秋田県立武道館 全日本実業柔道連盟

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　秋田県　秋田県教育委員会
秋田市　秋田市教育委員会　秋田県体育
協会　秋田市体育協会　秋田魁新報社
NHK秋田放送局　ABS秋田放送　AKT秋
田テレビ　AAB秋田朝日放送　FM秋田
秋田商工会議所　秋田観光コンベンション
協会　秋田県柔道整復師会

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第66回 H28.6.11-12 KIRISHIMAツワブキ武道館 全日本実業柔道連盟  

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　宮崎県　宮崎県教育委員会
宮崎市　宮崎市教育委員会　宮崎県体育
協会　宮崎市体育協会　宮崎県武道協議
会　宮崎日日新聞社　NHK宮崎放送局
MRT宮崎放送　UMKテレビ宮崎　宮崎商
工会議所　宮崎県柔道整復師会　フェニッ
クスリゾート株式会社　株式会社夕刊デイ
リー新聞社

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第67回 H29.6.3-4 アルビス小杉総合体育センター 全日本実業柔道連盟  

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　富山県　富山県教育委員会
射水市　射水市教育委員会　富山県体育
協会　射水市体育協会　北日本新聞社
冨山新聞社　北陸中日新聞社　NHK富山
放送局　北日本放送　冨山テレビ放送
チューリップテレビ　富山県整復師会

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第68回 H30.6.9-10 久留米アリーナ 全日本実業柔道連盟  
厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
読売新聞社　福岡県　福岡県教育委員会
久留米市　久留米市教育委員会

E27 厚生労働大臣杯争奪　全日本実業柔道団体対抗大会　第69回

E27 近畿実業団柔道大会  第1会  読売杯争奪 S35.4.17 丸善石油学院体育館 近畿実業団柔道連盟
大阪読売新聞社  全国実業団体育連盟
大阪実業団体育協会  近畿柔道連盟  大
阪府柔道連盟  大阪府  箕面市
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E27 総理大臣杯争奪　西日本実業団対抗柔道大会　第2回 S36.11.5 大阪市中央体育館 近畿実業団柔道連盟

全日本実業団柔道連盟　全国実業団体育
連盟　大阪実業団体育協会　近畿柔道連
盟　大阪府柔道連盟　大阪府　大阪市　大
阪読売新聞社

E27 内閣総理大臣杯争奪　西日本実業柔道団体対抗大会　第56回 H28.5.8
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

西日本実業柔道連盟

全日本実業柔道連盟　近畿柔道連盟　兵
庫県柔道連盟　阪神柔道協会 尼崎柔道
協会　尼崎市　尼崎市体育協会　（公財）
尼崎市スポーツ振興事業団　尼崎市教育
委員会

E27
内閣総理大臣杯争奪　西日本実業柔道団体対抗大会　第59回
報告書

R1.5.12
ベイコム総合体育館
（尼崎市記念公園）

西日本実業柔道連盟

全日本実業柔道連盟　近畿柔道連盟　兵
庫県柔道連盟　阪神柔道協会 尼崎柔道
協会　尼崎市　尼崎市体育協会　（公財）
尼崎市スポーツ振興事業団　尼崎市教育
委員会

E27 全国金属鉱山柔道大会戦績表  第2回 S31.9.21 金属鉱山柔道連盟

E27 全国金属鉱山柔道大会  第5回 S34.10.21 講道館 金属鉱山柔道連盟 日本鉱業協会

E27 全国金属鉱山柔道大会  第6回 S35.11.21 講道館 金属鉱山柔道連盟
日本鉱業協会  全日本柔道連盟  日本経
済新聞社  日刊工業新聞社  鉱業新聞社
全日本金属鉱山労働組合連合会

E27 全国金属鉱山柔道大会　第7回 S36.11.22 講道館 金属鉱山柔道連盟

日本鉱業協会　全日本柔道連盟　日本経
済新聞社　日刊工業新聞社　鉱業新聞社
全日本金属鉱山労働組合連合会　日本金
属鉱業労働組合協議会

E27 日本炭砿柔道連盟創立総会 並ニ 全国炭砿柔道大会  第1回 S27.7.7 講道館 日本炭砿柔道連盟 毎日新聞社  全日本柔道連盟

E27 全国炭砿柔道大会  第2回 S28.11.21 講道館 日本炭砿柔道連盟
毎日新聞社  全日本柔道連盟  日本炭鉱
労働組合  日本鉱山労働組合

E27 全国柔道整復学校協会柔道大会（東京大会）　第34回 H13.9.24 講道館 全国柔道整復学校協会
全日本柔道連盟　日本柔道整復師会　東
京都柔道連盟　東京都柔道接骨師会

E27 東京都柔道整復師会柔道大会  第6回 S50.11.30 講道館 東京都柔道整復師会
講道館  日本柔道整復師会  東京都柔道
連盟

E27 東京都柔道接骨師会柔道大会 S34.9.20 講道館 東京都柔道接骨師会 全日本柔道整復師会　東京都柔道連盟

E27 東京都柔道接骨師会柔道大会　第32回　社団設立50周年記念 H13.7.8 講道館 東京都柔道接骨師会
講道館　東京都教育委員会　ミクロネシア
連邦国　韓国龍仁大学　日本柔道整復師
会

E27 東京都柔道整復師会柔道大会  第50回 R1.7.14 講道館 東京都柔道接骨師会
講道館　東京都教育委員会　ミクロネシア
連邦国　韓国龍仁大学　日本柔道整復師
会

E27 日整全国柔道大会  第2回 S53.10.28 講道館 日本柔道整復師会
講道館  全日本柔道連盟  東京都柔道連
盟

E27 日整全国柔道大会  第8回 S59.10.27 講道館 日本柔道整復師会
講道館  全日本柔道連盟  東京都柔道連
盟

E27
日整全国少年柔道大会  文部大臣杯争奪  第1回  /  日整全国柔
道選手権大会  厚生大臣旗争奪  第1回

H4.10.4 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟
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E27 日整全国  少年柔道大会  /  柔道選手権大会  第3回 H6.10.2 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27 日整全国少年柔道大会  第4回  /  日整全国柔道大会  第19回 H7.10.15 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27 日整全国少年柔道大会  第5回記念  /  日整全国柔道大会  第20回記念H8.10.6 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27 日整全国少年柔道大会  第6回  /  日整全国柔道大会  第21回 H9.10.12 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27 日整全国少年柔道大会  第7回  /  日整全国柔道大会  第22回 H10.10.11 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27
日整全国少年柔道大会  文部大臣杯争奪　第8回  /
日整全国柔道大会  厚生大臣旗争奪　第23回

H11.10.11 講道館 日本柔道整復師会
文部省  厚生省  東京都  講道館
全日本柔道連盟  東京都柔道連盟

E27 日整全国柔道大会　第25回　/　日整全国少年柔道大会　第10回 H13.10.8 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E27 日整全国柔道大会　第26回　/　日整全国少年柔道大会　第11回 H14.10.14 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟

E27 日整全国柔道大会　第30回　/　日整全国少年柔道大会　第15回 H18.10.9 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27
日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第18回  /
日整全国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第33回

H21.10.12 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27
日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第24回  /  日整全
国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第39回　/　日整全国少年柔道
形競技会　文部科学大臣杯争奪　第5回

H27.10.12 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27
日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第25回  /  日整全
国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第40回　/　日整全国少年柔道
形競技会　文部科学大臣杯争奪　第6回

H28.10.9 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27
日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第26回  /  日整全
国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第41回　/　日整全国少年柔道
形競技会　文部科学大臣杯争奪　第7回

H29.10.8 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27
日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第27回  /  日整全
国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第42回　/　日整全国少年柔道
形競技会　文部科学大臣杯争奪　第8回

H30.10.7 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27

日整全国少年柔道大会  文部科学大臣杯争奪  第28回  /  日整全
国柔道大会  厚生労働大臣旗争奪  第43回　/　日整全国少年柔道
形競技会　文部科学大臣杯争奪　第9回　令和元年全国柔道整復
師高段者大会

R01.10.14 講道館 日本柔道整復師会
文部科学省　厚生労働省　東京都　講道
館　全日本柔道連盟　東京都柔道連盟
産経新聞社

E27 運輸大臣杯争奪  全日本私鉄柔道大会  第1回 S38.11.22 講道館 全日本私鉄柔道連盟 運輸省  私鉄経営者協会

E27 運輸大臣杯争奪  全日本私鉄柔道大会  第5回 S42.10.10 講道館 全日本私鉄柔道連盟 運輸省  日本民営鉄道協会

E27 運輸大臣杯争奪　全日本私鉄柔道大会　第7回 S44.9.23 講道館 全日本私鉄柔道連盟 運輸省　日本民営鉄道協会
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E27 運輸大臣杯争奪  全日本私鉄柔道大会  第9回 S46.9.19 講道館 全日本私鉄柔道連盟 運輸省  日本民営鉄道協会

E27 全国鉄柔道大会　第2回 S26.12.7 講道館 日本国有鉄道　国鉄労働組合

E27 全国鉄鋼柔道大会　第10回 S37.11.21 講道館 日本鉄鋼連盟 全日本実業柔道連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会　第11回 S38.11.21 講道館 日本鉄鋼連盟 全日本実業柔道連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会　第19回 S46.11.20 講道館 日本鉄鋼連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会  第22回 S49.10.8 講道館 日本鉄鋼連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会  第23回 S50.10.4 講道館 日本鉄鋼連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会  第24回 S51.10.5 講道館 日本鉄鋼連盟

E27 全国鉄鋼柔道大会  第27回 S54.10.9 講道館 日本鉄鋼連盟

E27 柔道試合番組 .7.9 東京水道橋講道館

E27 全日本産業柔道大会  第1回 S28.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟
通商産業省  労働省  文部省  運輸省
全日本柔道連盟

E27 全日本産業柔道大会  第2回 S29.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟
通商産業省  労働省  文部省  運輸省
全日本柔道連盟

E27 全日本産業柔道大会  第4回 S31.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業柔道大会  第4回  戦績記録 S31.11.23 講道館

E27 全日本産業柔道大会  第5回 S32.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業柔道大会  第6回  公式記録 S33.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟

E27 全日本産業柔道大会  第8回 S35.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業柔道大会  第9回 S36.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟 全日本柔道連盟　朝日新聞社

E27 全日本産業柔道大会  第9回  戦績記録 S36.11.23 講道館 全日本産業柔道連盟

E27 全日本産業柔道大会  第10回 S37.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本実業柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道優勝大会  第10回  戦績記録 S37.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟

E27 全日本産業別柔道大会　第11回 S38.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道優勝大会  第11回  戦績記録 S38.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟

E27 全日本産業柔道大会　第15回 S42.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　朝日新聞社
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E27 全日本産業柔道大会　第19回 1971.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　朝日新聞社

E27 全日本産業柔道大会  第20回 1972.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第25回 1977.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第32回 1984.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第33回 1985.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟  朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第43回 1995.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第44回 1996.11.17 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第45回 1997.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第46回 1998.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第47回 1999.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第48回 2000.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第51回 2003.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会　第53回 2005.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第55回 2007.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第57回 2009.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第59回 2011.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第61回 2013.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第62回 2014.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第63回 2015.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第65回 2017.11.23 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第66回 2018.12.2 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 全日本産業別柔道大会  第67回 2019.12.1 講道館 全日本実業柔道連盟 全日本柔道連盟　講道館　朝日新聞社

E27 東京実業団柔道大会  第6回 1960.11.6 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  関東実業団柔道連
盟  東京都柔道連盟  東京都  産経新聞
社
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E27 東京実業団柔道大会　第7回 1961.6.4 講道館 東京実業団柔道連盟

全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　関東実業団柔道連盟　東京都柔道
連盟　東京都　産経新聞社　フジテレビ
文化放送　ニッポン放送

E27 東京実業団柔道大会  第8回 1961.11.5 講道館 東京実業団柔道連盟

全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　関東実業団柔道連盟　東京都柔道
連盟　東京都　産経新聞社　フジテレビ
文化放送　ニッポン放送

E27 東京実業団柔道大会　第9回 1962.6.3 講道館 東京実業団柔道連盟

全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　関東実業団柔道連盟　東京都柔道
連盟　東京都　産経新聞社　フジテレビ
文化放送　ニッポン放送

E27 東京実業団柔道大会  第10回 1962.11.25 講道館 東京実業団柔道連盟

全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　関東実業団柔道連盟　東京都柔道
連盟　東京都　産経新聞社　フジテレビ
文化放送　ニッポン放送

E27 東京実業団柔道大会  第11回 1963.5.5 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会  第12回 S38.11.17 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会  第13回 S39.5.3 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会  第18回 S41.10.23 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会　第19回 S42.6.11 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会　第20回 S42.12.10 講道館 東京実業団柔道連盟
全国実業団体育連盟  全日本実業柔道連
盟  関東実業団体育連盟  東京都

E27 東京実業団柔道大会　第21回 S43.5.26 講道館 東京実業団柔道連盟
全日本実業柔道連盟  東日本実業団柔道
連盟　東京都

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第51回 H9.4.13 講道館 東京実業柔道連盟 東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第52回 H10.4.12 講道館 東京実業柔道連盟 東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第53回 H11.4.11 講道館 東京実業柔道連盟 東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第55回 H13.4.15 講道館 東京実業柔道連盟 東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第57回 H15.4.20 講道館 東京実業柔道連盟 東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第61回 H19.4.15 講道館 東京実業柔道連盟
東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社
東京都柔道連盟

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第70回 H28.4.24 講道館 東京実業柔道連盟
東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社
東京都柔道連盟

E27 東京実業柔道団体対抗大会　第73回 H31.4.14 講道館 東京実業柔道連盟
東日本実業柔道連盟　日本経済新聞社
東京都柔道連盟

E27 東京建設業柔道大会　第1回 1961.6.11 講道館 東京建設業柔道連盟
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E27 東京建設業柔道大会　第2回 1962.7.22 講道館 東京建設業柔道連盟

E27 つた倶楽部柔道大会  第1回 S36.9.10 講道館

E27 つた倶楽部柔道大会　第2回 S37.9.9 講道館

E27 つた倶楽部柔道大会  成績表 S39.5.24 講道館

E27 全日本勤労青少年柔剣道大会  第8回 S48.9.15-16/10.6-7 東芝体育館/講道館 日本産業訓練協会

労働省  全日本実業柔道連盟  日本科学
技術学園  東京都  日本実業団剣道連盟
日刊工業新聞社  日本経営者団体連盟
神奈川県剣道連盟  神奈川県実業団剣道
連盟

E27
高松宮杯　全日本実業団東西対抗柔道大会　第1回
高松宮両殿下御台臨

S36.5.28 丸善石油学院体育館 全日本実業柔道連盟
労働省　講道館　全日本柔道連盟　全国
実業団体育連盟　全日本学生柔道連盟
日本放送協会　大阪府　箕面市

E27 高松宮杯　全日本実業団東西対抗柔道大会　（第2回） 1962.6.10 両国日大大講堂 全日本実業柔道連盟

労働省　東京都　全日本柔道連盟　東京
都柔道連盟　全国実業団体育連盟　東京
学生柔道連盟　日本放送協会　読売新聞
社　報知新聞社

E27
高松宮杯争奪 全日本実業団東西対抗柔道大会 第3回 /
オリンピック候補選手招待 国際親善柔道大会

1963.10.20 大阪市中央体育館 全日本実業柔道連盟  他 全日本柔道連盟  他

E27 全日本医師柔道優勝大会　第5回 S58.04.10 大阪城内　修道館道場 第21回医学会総会 毎日新聞社

E27 全日本医師柔道優勝大会　第16回 H6.4.10 講道館 全日本医師柔道連盟

E27 全日本医師柔道優勝大会　第31回 H21.4.12 講道館 全日本医師柔道連盟

E27 全日本医師柔道優勝大会　第35回 H25.10.27 講道館 全日本医師柔道連盟

E27 全日本医師柔道優勝大会　第39回 H29.6.18 講道館 全日本医師柔道連盟

E27 全日本医師柔道優勝大会　第40回 H30.6.17 講道館 全日本医師柔道連盟

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第1回 S39.9.6 講道館 東日本実業柔道連盟 毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第4回 S42.9.17 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第5回 S43.9.1 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第6回 S44.9.7 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第7回 S45.9.6 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第34回 H9.9.14 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社
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E27 東日本実業団対抗柔道大会　第35回 H10.9.20 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社

E27 東日本実業団対抗柔道大会　第36回 H11.9.19 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社

E27 東日本実業柔道団体対抗大会 第45回 H20.9.15 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社

E27 東日本実業柔道団体対抗大会 第46回 H21.9.27 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社

E27 東日本実業柔道団体対抗大会 第51回 H26.9.23 講道館 東日本実業柔道連盟
全日本実業柔道連盟　全日本柔道連盟
講道館　毎日新聞社

E27 関東実業団柔道大会　第12回 1962.3.25 講道館 関東実業団体育連盟
全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　神奈川県実業団体育連盟　報知新
聞社

E27 関東実業団柔道大会　第13回 1963.3.24 講道館 関東実業団体育連盟
全国実業団体育連盟　全日本実業団柔道
連盟　神奈川県実業団体育連盟　報知新
聞社

E27 関東実業団柔道大会　第13回 S39.3.29 講道館 関東実業団体育連盟
全国実業団体育連盟　全日本実業柔道連
盟
報知新聞社

E27 関東実業団柔道大会　第19回 1969.3.16 講道館 関東実業団体育連盟
全国実業団体育連盟　全日本実業柔道連
盟
報知新聞社

E27 東芝関東地区事業所・関係会社対抗柔道大会　第37回 H27.11.29 講道館 東芝本社柔道部

E27 東芝関東地区事業所・関係会社対抗柔道大会　第38回 H28.11.27 講道館
東芝クライアントソリューションズ柔
道部

E27 東芝関東地区事業所・関係会社対抗柔道大会　第41回 R1.12.15 講道館 東芝小向京浜事業所柔道部

E27 東城旗全東電柔道大会　第35回 H27.11.8 講道館 東京電力

E27 東城旗全東電柔道大会　第38回 H30.10.13 講道館

E27 全東電柔道大会 H29.5.27 講道館

E27 第59回全国郵政武道大会（柔道） H29.10.1 講道館 全国郵政武道会（柔道） 港区柔道会

E27 第60回全国郵政武道大会（柔道） H30.9.30 講道館 全国郵政武道会（柔道） 港区柔道会

E27 東京柔道整復専門学校内柔道大会　第38回 H30.10.13 講道館 東京柔道整復専門学校

E27 学校法人創志学園日本健康医療専門学校第13回校内柔道大会 R1.11.25 講道館
学校法人創志学園
日本健康医療専門学校

E28 雑　地方（中部以西）

E28 全大阪対全愛知柔道大会　講道館・国際柔道会館建設資金拠出 　.5.26 金山体育館 中部日本新聞社　愛知県柔道協会 愛知県名古屋市
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E28 満鐵大連道場發會式次第 （満鉄大連道場発会式次第） M44.8.17

E28 米国派遣学生柔道使節壮行大会 　.2.20 中央大学講堂 毎日新聞社　全日本学生柔道連盟

E28 全日本プロ柔道選手権試合大會プログラム　第1回 [s25.4.16] [スポーツセンター] 國際柔道協會

E28 福島對新潟柔道大會　磐越西線開通四十周年記念 S29.11.7 歌舞伎座(新津市新町) 新津市体育協會　新津市柔道協會
新津市　新津商工會議所　新津市公民館
新津警察署　新潟鐵道管理局　福島・新
潟両縣柔道連盟

E28 関西対東京柔道大会　 S33.9.21 東京都体育館 東京都柔道連盟 講道館　毎日新聞社

E28 東京・近畿・九州 日本三大地区対抗柔道大会 S27.6.29 国技館 全日本柔道連盟 講道館　読売新聞社

E28 十地区対抗柔道大会　全日本柔道連盟創立30周年記念 S54.11.18 講道館大道場 全日本柔道連盟 講道館

E28 全東北・全東海柔道大会　第1回 　.9.15 金山体育館 東海柔道連合会　東北柔道連盟
愛知県　名古屋市
中部日本新聞社　河北新報社

E28 全日本招待選抜柔道選手権大会　第1回 　8.27-28 福岡スポーツセンター

E28 全日本年齢別柔道選手権大会　講道館創立九十周年記念 S47.11.26 講道館 全日本柔道連盟

E28 全日本年齢別柔道選手権大会　講道館創立七十周年記念 S27.11.23 浅草蔵前国技館 講道館　全日本柔道連盟　 朝日新聞社

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道試合　 S38.6.23 講道館

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第2回　 S39.6.28 講道館

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第4回　 S41.6.26 警視庁武道館

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第5回　 S42.7.2 警視庁武道館

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第6回　 S44.6.22 警視庁武道館

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第7回　 S45.6.28 警視庁武道館

E28 全警察・全実業・全学生　対抗柔道大会　第8回 S46.6.20 講道館
警察庁　全日本実業柔道連盟
全日本学生柔道連盟

E28 全警察・全実業・全学生 対抗柔道大会　第9回　 S47.6.18 講道館

E28 日本マスターズ柔道大会　第1回 2004.12.2-4 浜北市総合体育館（グリーンアリーナ）日本マスターズ柔道協会 厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館

E28 日本マスターズ柔道大会　第6回 H21.9.26-27 大分県立総合体育館 日本マスターズ柔道協会

厚生労働省　全日本柔道連盟　講道館
大分市教育委員会　大分合同新聞社　Ｏ
ＢＳ大分放送　ＴＯＳテレビ大分　ＯＡＢ大
分朝日放送
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E28
2014年日本ベテランズ国際柔道大会（第11回 日本マスターズ柔道
大会）

H26.9.20 講道館 国際柔道連盟（IJF)
厚生労働省　文部科学省　外務省
日本武道館

E28
2016年日本ベテランズ国際柔道大会（第13回 日本マスターズ柔道
大会）

H28.6.18-19 講道館 国際柔道連盟（IJF)
厚生労働省　文部科学省　外務省
日本武道館

E28
2017年日本ベテランズ国際柔道大会（第14回 日本マスターズ柔道
大会）

H29.6.17-18 白浜町立体育館 国際柔道連盟（IJF)
厚生労働省　外務省　スポーツ庁　日本武
道館　和歌山県　白浜町

E28
東海四県柔道大会　第19回　兼　全日本柔道選手権大会東海地区
予選大会

S49.3.17 三重県立名張高等学校体育館 東海柔道連合会
三重県　三重県教育委員会　三重県体育
協会　名張市　名張市教育委員会　名張
市体育協会　朝日新聞社

E28
東海四県柔道大会　第18回　兼　全日本柔道選手権大会東海地区
予選大会

S48.3.18 静岡市立高等学校体育館 東海柔道連合会
静岡県　静岡県教育委員会　静岡県体育
協会　静岡市　静岡市教育委員会　静岡
市体育協会　朝日新聞社

E28
東海四県柔道大会　第15回　兼　全日本柔道選手権大会・全日本
柔道ジュニア選手権大会東海地区予選大会

S45.3.22 四日市市体育館 東海柔道連合会
三重県　三重県教育委員会　三重県体育
協会　四日市市　四日市市教育委員会
四日市市体育協会　朝日新聞社

E28
東海四県柔道大会　第12回　兼　全日本柔道選手権大会東海地区
予選大会

　.3.5 岐阜県民体育館 東海柔道連合会
岐阜県　岐阜県教育委員会　岐阜市　岐
阜市教育委員会　岐阜県体育協会　朝日
新聞社　中日新聞社

E28
東海四県柔道大会　第11回　兼　全日本柔道選手権大会東海地区
予選大会

S41.3.6 三重県体育館(伊勢市) 東海柔道連合会　三重県柔道協会
三重県　三重県教育委員会　伊勢市　伊
勢市教育委員会　三重県体育協会　朝日
新聞社

E28
東海四県柔道大会　第10回　兼　全日本柔道選手権大会東海地区
予選大会

1964.3.8 浜松市体育館 東海柔道連合会
静岡県　静岡県教育委員会　浜松市　浜
松市教育委員会　静岡県体育協会　朝日
新聞社　中部日本新聞社

E28 東海四県大会　第9回　全日本柔道選手権大会東海予選 　.3.24 岐阜市市民センター 東海柔道連合会
岐阜県　岐阜県教育委員会　岐阜県体育
協会  岐阜市　岐阜市教育委員会　朝日
新聞社　中部日本新聞社

E28 柔道　東海四県大会　第8回　全日本選手権大会東海予選 　.3.25 四日市市民ホール 東海柔道連合会
三重県　三重県教育委員会　三重県体育
協会　四日市市　四日市市教育委員会
朝日新聞社

E28
東海四県柔道大会　第5回　兼　全日本柔道選手権東海地区予選
大会

　.3.30 金山体育館 東海柔道連合会 中部日本新聞社　愛知県　名古屋市

E28 東海四県対抗柔道大会　第4回 1957.6.2 岐阜市民センター 東海柔道連盟
中部日本新聞社　岐阜県教育委員会　岐
阜市教育委員会　岐阜警察本部　岐阜刑
務所

E28 東海四県対抗柔道大会　第3回 1956.10.7 津市中央公民館 東海柔道連合会　三重県柔道協会
中部日本新聞社　三重県教育委員会
三重県警察本部　津市教育委員会
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E28 東海四縣對抗柔道大会 S29.10.24 静岡市公會堂 東海柔道連合会
静岡県　静岡県教育委員会
静岡県警察本部　静岡県体育協会　静岡
市　静岡市教育委員会　中部日本新聞社

E28 名古屋対横浜市柔道道場連盟少年柔道大会　第8回 S60.10.10 横浜刑務所斉信館道場
名古屋柔道道場連盟
横浜市柔道道場連盟

神奈川県柔道連盟　横浜市柔道協会
神奈川県柔道道場連盟　神奈川新聞社

E28 中部日本団体選手権大会　柔道　第5回 S27.5.25 名古屋金山体育館 中部日本新聞社　愛知県柔連盟
東海柔道連盟　国家警察愛知県本部
愛知県名古屋市柔道会

E28 中部日本柔道団体選手権大会　第8回　　高松宮殿下御臨席 1955.9.24 金山体育館 愛知県柔道連盟　中部日本新聞社

東海柔道連合会　信越柔道連盟　愛知県
愛知県教育委員会　愛知県警察　滋賀県
柔道連盟　名古屋市教育委員会　中部管
区警察局

E28 中部日本柔道団体選手権大会　第7回 　.5.23 富山市公会堂
富山県柔道連盟　富山市
中部日本新聞社

講道館　東海柔道連盟
信越柔道連盟　滋賀県柔道連盟

E28 県立武道館落成　講道館柔道創立90周年記念　柔道大会 S47.5.5 県立武道館

E28 東海四県柔道大会　第7回　全日本柔道選手権東海地区予選大会 1961.3.26 静岡市駿府会館 東海柔道連合会
静岡県　静岡県教育委員会　静岡市　静
岡市教育委員会　静岡県体育協会　朝日
新聞社　中部日本新聞社

E28 中部日本柔道選手権大会　第2回 S23.5.23 名古屋榮町日活スタヂアム 中部日本新聞社

E28 中部日本柔道選手権大会　第4回 S26.5.27 金山体育館 中部日本新聞社
東海柔道連合会　愛知県柔道連盟　国家
警察愛知県本部　名古屋市警察本部　愛
知県教育委員会　名古屋市教育委員会

E28 信越地区柔道高段者大会　第13回 S50.11.15-16
諏訪湖スポーツセンター
(長野県諏訪市)

信越地区柔道連盟

E28 東海柔道連合会結成記念柔道大会 S24.5.21 名古屋榮町日活スタジアム 東海柔道連合会 中部日本新聞社

E28 岐阜縣下郡市對抗優勝旗争奪大会　第2回 S27.10.5 岐阜公園警察学校教室(元武徳殿) 岐阜市修道会
岐阜県廳　岐阜市役所　岐阜柔道協会
毎日新聞社岐阜支局　岐阜タイムス社
岐阜有志団体

E28 県下選抜柔道紅白試合　河村旗争奪　第1回 S44.5.18 小松市体育館
石川県柔道連盟
加賀地方柔道連盟

北国新聞社

E28 三地区対抗柔道大会　[第3回]　石川県小体育館落成記念祝賀 S38.3.31 石川県小体育館
石川県柔道連盟
石川県高等学校体育連盟

北国新聞社

E28
長野県四地区対抗柔道大会
兼　一般対警察対抗柔道大会　第30回

S55.9.14 飯田市勤労者体育センター 長野県柔道連盟
信濃毎日新聞社　信越放送　長野県柔道
整復師会　信州日報新聞社　南信州新聞
社

E28 近畿地区柔道大会　二代真柱追悼 S47.10.10 天理道場(天理市三島町) 奈良県柔道連盟 近畿柔道連盟　天理柔道会　毎日新聞社

E28 西郷四郎先生建碑除幕式　記念柔道大会 S26.10.7 尾道市浄土寺境内 備後柔道連盟尾道支部 朝日新聞社　備後柔道連盟

E28 近畿柔道重量別選手権大会　 S27.9.20 ニュージャパン柔道場
大阪日日新聞社
ニュージャパン柔道協会

近畿柔道連盟

E28 近畿柔道高段者大会　第3回 S42.3.26 ニュージャパン柔道協会 大阪府柔道連盟
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E28 大阪府少年柔道大会  第28回 H9.10.26 講道館大阪国際柔道センター 大阪府柔道道場連盟 大阪府柔道連盟

E28 大阪府少年柔道大会  第29回 H10.12.6 大阪市立修道館 大阪府柔道道場連盟
講道館  大阪府教育委員会  大阪市教育
委員会  大阪府柔道連盟  大阪府柔道整
復師会

E28 大阪府柔道大会　第48回　/　大阪府少年柔道大会　第32回 H13.12.9 近畿大学記念会館 大阪府柔道々場連盟
講道館　大阪府少年柔道後援会　大阪府
教育委員会　大阪市教育委員会　大阪府
柔道連盟　大阪府柔道整復師会

E28 大阪府柔道大会　第50回記念 / 大阪府少年柔道大会　第34回 H15.12.14 堺市立大浜体育館柔道場 大阪府柔道々場連盟
講道館　大阪府柔道整復師会　大阪府教
育委員会　大阪府柔道連盟　大阪府少年
柔道後援会

E28 大阪府柔道大会　第51回　/　大阪府少年柔道大会　第35回記念 H16.12.19 堺市立大浜体育館柔道場 大阪府柔道々場連盟
講道館　大阪府柔道整復師会　大阪府教
育委員会　大阪府柔道連盟　大阪府少年
柔道後援会

E28 大阪府柔道大会　第52回　/　大阪府少年柔道大会　第36回記念 H17.12.18 堺市立大浜体育館柔道場 大阪府柔道々場連盟
講道館　大阪府柔道整復師会　大阪府教
育委員会　大阪府柔道連盟　大阪府少年
柔道後援会

E28 大阪府柔道大会  第54回  /  大阪府少年柔道大会  第38回記念 H19.12.16 堺市立大浜体育館 大阪府柔道々場連盟
講道館  日本マスターズ柔道協会  大阪府
柔道整復師会  大阪府教育委員会  大阪
府柔道連盟  大阪府少年柔道後援会

E28 大阪府柔道大会  第55回  /  大阪府下少年柔道大会  第39回 H20.12.14 堺市立大浜体育館 大阪府柔道々場連盟
講道館  日本マスターズ柔道協会  大阪府
柔道整復師会  大阪府教育委員会  大阪
府柔道連盟  大阪府少年柔道後援会

E28 大阪府柔道大会  第56回  /  大阪府下少年柔道大会  第40回記念 H21.12.6 堺市立大浜体育館 大阪府柔道々場連盟

講道館  日本マスターズ柔道協会  大阪府
柔道整復師会　大阪府柔道連盟　大阪府
少年柔道後援会　堺市　堺市教育委員会
堺体育協会　堺柔道協会

E28
大阪柔整少年柔道大会  第44回文部大臣旗  /  第10回大阪府知
事杯  /
第1回講道館館長杯  /  名旗杯争奪

H10.8.9 大阪柔整会館 大阪府柔道整復師会
大阪府 ・大阪府教育委員会  大阪府・大
阪市教育委員会  講道館・大阪府柔道連
盟

E28 堺地区柔道選手権大会　第6回　堺柔道協会三十周年記念 S51.11.14 堺市立大浜体育館柔道場 堺柔道協会
堺市　堺市教育委員会
堺体育協会　大阪府柔道連盟

E28 柔道大会　第1回　近畿柔道場連盟結成記念　栗原九段渡佛歓送 S26.11.18 大阪管区警察学校道場(大阪城内) 近畿柔道場連盟 スポーツ・ニッポン新聞社

E28 修道館落成式式次第

E28 京都府兵庫縣柔道對縣大試合 [S23?] 姫路城内相撲場 兵庫県柔道協会

E28 近畿柔道選手権大会　第4回 1961.3.26 天理高校体育館 近畿柔道連盟
奈良県体育運動連盟　天理柔道順正会
朝日新聞社

E28 中国五県親善対抗柔道大会　第5回 S52.9.18 麻里布会館(岩国市麻里布町7-1)
中国柔道連盟　山口県教育委員会
岩国市教育委員会

岩国市　中国新聞社

E28 岡山県高段者大会試合成績表 S46.2.28 岡山武道館 岡山県柔道連盟
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E28
九州柔道選手権大会　九州柔道高段者大会　第10回
九州柔道協会設立二十周年記念

S43.3.23 九電記念体育館 九州柔道協会
福岡県教育委員会　福岡市教育委員会
西日本新聞社

E28 九州柔道選手権大会　九州柔道高段者大会　第3回 S36.4.2 福岡市東公園警察体育館 九州柔道協会 西日本新聞社

E28
九州柔道高段者大会　九州柔道選手権大会　第1回
皇太子殿下御成婚記念

[　].4.10-11 福岡市東公園警察体育館 九州柔道協会 西日本新聞社

E28 県下南北対抗柔道試合　故西郷四郎先生追悼　追悼慰霊祭 S34.11.28-29 長崎東高体育館 長崎県柔道協会 長崎県　長崎市　長崎新聞社

E28
宮崎県柔道選手権大会　第3回
兼全日本柔道選手権大会宮崎県予選

S61.2.23 旭化成体育館(延岡市中島町)
(共催)　宮崎県柔道連盟
宮崎日日新聞社

宮崎県教育委員会  宮崎県体育協会　宮
崎放送　テレビ宮崎　夕刊デイリー新聞社
夕刊ポケット新聞社　旭化成工業株式会
社

E28 全九州南北対抗柔道大会 S30.10.16 福岡県瀬高町特設場 福岡県柔道連盟 九州柔道協会　西日本新聞社

E28 愛媛県三地域別柔道大会 第14回  .8.25 八幡浜市八幡浜高校体育館 愛媛県柔道協会・愛媛新聞社 八幡浜市教育委員会・八幡浜市体育協会

E28 自由民主党  大阪府下柔道選手権大会  第36回 H20.11.3 なみはやドーム 自由民主党大阪府青少年育成会

講道館大阪国際柔道センター  大阪府柔
道連盟  自由党大阪府連  大阪府  大阪
府教育委員会  大阪市ゆとりとみどりの振
興局  府民スポーツ・レクリエーションフェ
スティバル組織委員会  堺市  堺市教育委
員会

E28 南嶋清久杯飯田柔道大会  第1回 H15.2.16 飯田市武道館 南嶋清久杯柔道大会実行委員会
飯田市教育委員会  SBC信越放送  信濃
毎日新聞社  南信州新聞社  信州日報社

E28 南嶋清久杯飯田柔道大会  第4回 H18.2.12 飯田市武道館 南嶋清久杯柔道大会実行委員会

飯田市教育委員会  信濃毎日新聞社
SBC信越放送  南信州新聞社  信州日報
社  飯田ケーブルテレビ  飯田エフエム放
送

E28 南嶋清久杯飯田柔道大会  第5回 H19.2.11 飯田市武道館 南嶋清久杯柔道大会実行委員会

飯田市教育委員会  信濃毎日新聞社
SBC信越放送  南信州新聞社  信州日報
社  飯田ケーブルテレビ  飯田エフエム放
送

E28 南嶋清久杯飯田柔道大会  第6回 H20.2.10 飯田市武道館 南嶋清久杯柔道大会実行委員会

飯田市教育委員会  信濃毎日新聞社
SBC信越放送  南信州新聞社  信州日報
社  飯田ケーブルテレビ  飯田エフエム放
送

E28 南嶋清久杯飯田柔道大会  第7回 H21.2.8 飯田市武道館

E28 飯伊柔道連盟45周年記念  学年別体重別少年柔道選手権大会 H7.11.12 飯田市武道館 飯伊柔道連盟
飯田・阿南各警察署  南信柔連
信州日報  南信州各新聞社

E28 京都柔道場選抜東西対抗柔道大会　第59回 H22.7.25 岡崎　京都市武道センター 京都柔道場連盟
京都府　京都市　京都府柔道連盟　京都
新聞社　京都府教育委員会　京都市教育
委員会　全日本柔道少年団

E28 京都柔道場選抜東西対抗柔道大会　第60回 H23.7.24 岡崎　京都市武道センター 京都柔道場連盟
京都府　京都市　京都府柔道連盟　京都
新聞社　京都府教育委員会　京都市教育
委員会
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E28 京都柔道場選抜東西対抗柔道大会　第62回 H25.7.21 岡崎　京都市武道センター 京都柔道場連盟
京都府　京都市　京都府柔道連盟　京都
新聞社　京都府教育委員会　京都市教育
委員会　全日本柔道少年団

E28 鳥取島根両県対抗柔道大会　昭和52年度 S52.6.19 島根県立武道館 鳥取県柔道連盟　島根県柔道連盟

鳥取県教育委員会　島根県教育委員会
鳥取県体育協会　島根県体育協会　鳥取
県高等学校体育連盟　島根県高等学校体
育連盟

E28 廣瀬武夫杯争奪少年柔道大会　第5回 H26.11.24 大分県立竹田高等学校 体育館 廣瀬武夫顕彰会　竹田市柔道連盟
大分県柔道連盟　大分県少年柔道協会
竹田警察署　大分合同新聞社　NHK大分
放送局　TOSテレビ大分

E28
第4回静岡県スポーツ大会　第5回国民体育大会静岡県予選　柔道
大会

S25.9.10 静岡市公会堂 静岡県体育協会　静岡県教育委員

E28 兵庫県東西柔道紅白試合 S22.11.16 神戸市役所内 兵庫県柔道協会 神戸新聞社

E28 掛合町少年柔道教室四十周年記念　少年柔道大会 H29.6.25 三刀屋文化体育館アスパル
掛合町少年柔道教室40周年記念
大会実行委員会　掛合自治振興会

雲南市　雲南市教育委員会　雲南市体育
協会　島根県柔道連盟　島根県中地区柔
道連盟　雲南地区柔道連盟　雲南警察署
雲南市スポーツ少年団　掛合町地域自主
組織連絡会議　TSK山陰中央テレビ　山陰
中央新報社　中国新聞社　読売新聞社
毎日新聞社　朝日新聞社　島根日日新聞
社　雲南夢ネット

E29 雑　地方（2）東京都

E29 彌生神社祭典柔道試合組合 大正6年 T6.10.12

E29 彌生神社祭典柔道試合組合 大正8年 T8.10.13

E29 第8回弥生廟奉納柔道大会 Ｓ37.9.30/10.13 講道館　/　警視庁体育館（決勝戦） 桜田会

E29
浅草観音宝蔵門竣工祝賀　無畏大道館10周年記念
観世音奉納　柔道大会

Ｓ39.4.19 浅草観音本堂うら　野外ステージ
尾道道場10周記念柔道大会
実行委員会

浅草観光連盟　浅草寺

E29 国民体育大会柔道競技　東京都予選会　第55回 H12.7.1 講道館
東京都体育協会　東京都教育委員
会
東京都柔道連盟

E29 国民体育大会柔道競技　東京都予選会　第56回 H13.6.30 講道館
東京都体育協会　東京都教育委員
会
東京都柔道連盟

E29 国民体育大会柔道競技　東京都予選会　第57回 H14.6.29 講道館
東京都体育協会　東京都教育委員
会
東京都柔道連盟

E29 国民体育大会柔道競技　東京都予選会　第58回 H15.7.5 講道館
東京都体育協会　東京都教育委員
会
東京都柔道連盟
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E29 国民体育大会柔道競技　東京都予選会　第59回 H16.7.3 講道館
東京都体育協会　東京都教育委員
会
東京都柔道連盟

E29
東京都柔道選手権大会　東京都少年柔道選手権大会　第1回
東京都柔道連盟結成記念

S24.10.2 芝公園内スポーツセンター 東京都柔道連盟　 講道館　朝日新聞社

E29 全日本柔道選手権大会　東京都地区予選大会 S25.4.9 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第2回 S26.4.8 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第3回 S27.4.6 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第4回　 S28.4.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第5回　兼　全日本選手権大会東京予選 S29.4.11 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第6回　兼　全日本選手権大会東京予選 S30.4.10 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29
東京都柔道選手権大会　第7回
兼　世界選手権大会日本代表東京都予選

S31.3.25 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第8回　兼　全日本選手権都予選 S32.4.14 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第9回 S33.4.6 講道館新館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　第10回 S34.4.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 全日本柔道選手権出場　東京代表決定大会 S35.4.3 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 全日本柔道選手権出場　東京代表決定大会 S36.4.9 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S37.4.8 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S38.4.7 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S39.4.5 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S41.4.3 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S42.4.2 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S43.4.7 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選 S44.3.30 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S46.3.28 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S47.3.26 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社
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E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S48.3.25 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S50.3.30 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S53.3.26 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選　 S55.3.23 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道選手権大会　兼　全日本柔道選手権大会東京予選 S60.3.31 講道館 東京都柔道連盟 講道館　朝日新聞社

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成11年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会

H11.3.14 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成12年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会

H12.3.12 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成13年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会

H13.3.11 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成16年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会

H16.3.7 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成18年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会

H18.3.12 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会　平成19年
兼　全日本男子・女子選手権大会東京都予選会（記録つき）

H19.3.4 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会  平成21年
兼  全日本男子・女子選手権大会東京予選会

H21.3.1 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会  平成22年
兼  全日本男子・女子選手権大会東京予選会

H22.3.7 東京武道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都柔道選手権大会/東京都女子柔道選手権大会  令和03年
兼  全日本男子・女子選手権大会東京予選会

R03.10.31 講道館 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社　コマツ

E29
東京都女子柔道体重別選手権大会  第2回秋季
兼　平成8年度全国女子柔道体重別選手権大会東京都予選会

H8.9.23 講道館大道場 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会  第3回春季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　都道府県対抗第13回全日本女子柔道大会候補選手選考会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　第52回国民体育大会関東ブロック大会候補選手選考会）H9.4.6 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会  第3回秋季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　平成9年度全国女子柔道体重別選手権大会東京都予選会）H9.9.21 講道館大道場 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会　第5回春季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　都道府県対抗第15回全日本女子柔道大会候補選手選考会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　第54回国民体育大会関東ブロック大会候補選手選考会）H11.4.4 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会　第5回秋季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（兼　平成11年度全国女子柔道体重別選手権大会　東京都予選会）H11.9.23 講道館大道場 東京都柔道連盟

E29
東京都女子柔道体重別選手権大会　第6回春季
（兼　都道府県対抗第16回全日本女子柔道大会候補選手選考会）
（兼　第55回国民体育大会関東ブロック大会候補選手選考会）

H12.4.2 講道館女子部道場 東京都柔道連盟

E29
東京都女子柔道体重別選手権大会　第7回
（兼　都道府県対抗第17回全日本女子柔道大会候補選手選考会）
（兼　第56回国民体育大会関東ブロック大会候補選手選考会）

H13.5.13 講道館大道場 東京都柔道連盟

E29
東京都女子柔道体重別選手権大会　第8回
（兼　都道府県対抗第18回全日本女子柔道大会候補選手選考会）
（兼　第57回国民体育大会関東ブロック大会候補選手選考会）

H14.5.12 講道館大道場 東京都柔道連盟
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E29 東京都女子柔道体重別選手権大会　第25回 R1.5.12 講道館大道場 東京都柔道連盟

E29 東京都柔道高段者大会　第1回　明治百年記念 S43.10.27 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第2回 S44.10.5 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第3回 S45.10.4 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第11回 S54.9.16 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第32回 H8.5.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第34回 H9.5.11 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第36回 H10.6.14 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第37回 H10.10.25 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第39回 H11.10.24 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第40回 H12.5.14 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第41回 H12.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第42回 H13.5.13 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第43回 H13.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第44回 H14.5.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会　第45回 H14.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第57回 兼、段別大会 H20.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第58回 兼、段別大会 H21.5.10 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第59回 兼、段別大会 H22.5.16 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第60回 兼、段別大会 H23.5.15 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第61回 兼、段別大会 H24.5.13 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第66回 兼、段別大会 H29.5.14 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第67回 兼、段別大会 H30.5.13 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道高段者大会  第68回 兼、段別大会 R1.5.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館
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E29 東京都柔道高段者大会  第70回 兼、段別大会 R312.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都青年大会　実施要項　昭和37年度 S37.9.23 東京体育館　他

東京都教育委員会　渋谷区教育委
員会　渋谷区　東京都青少年委員
連絡協議会　東京都体育指導委員
連絡協議会　日本青年館

E29 東京都青年大会　昭和39年度 S39.9.13 武蔵野市営陸上競技場　他
東京都教育委員会　区市町村教育
委員会　東京都青少年委員連絡協
議会

E29 東京都青年大会（体育の部）　昭和44年度 S44.9.28
駒沢オリンピック公園総合運動場
他

東京都教育委員会
区市町村教育委員会

E29 品川区柔道道場連盟結成柔道大会 S38.5.19 第一日野小学校(大崎広小路先) 品川区柔道道場連盟　 東京都柔道道場連盟

E29 柔道大会　田島道場創立満二十周年記念 S49.5.12 田島道場行友会　行道館田島道場

E29
東京都新人体重別柔道選手権大会
兼　全日本新人体重別柔道選手権大会東京予選

S46.3.14 講道館大道場　 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都ジュニア柔道体重別選手権大会  第28回
（兼、全日本大会東京都予選会）

H8.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都ジュニア柔道体重別選手権大会  第29回
（兼、全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選会）

H9.9.23 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第30回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第1回
（兼　全日本ジュニア柔道体重別選手権大会（男・女）東京都予選
会）

H10.7.12 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第31回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第2回
（兼　全日本ジュニア柔道体重別選手権大会（男・女）東京都予選
会）

H11.7.11 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第32回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第3回
（兼　全日本ジュニア柔道体重別選手権大会（男・女）東京都予選
会）

H12.7.9 講道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第33回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第4回
（兼　第33回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選会）
（兼　第4回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選
会）

H13.7.14 東京武道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第34回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第5回
（兼　第34回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選会）
（兼　第5回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選
会）

H14.7.13 東京武道館 東京都柔道連盟 講道館

E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会　第35回　／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会　第6回
（兼　第35回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選会）
（兼　第6回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会東京都予選
会）

H15.7.27 東京武道館 東京都柔道連盟 講道館
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E29

東京都ジュニア柔道体重別選手権大会  第41回  ／
東京都女子ジュニア柔道体重別選手権大会  第12回
（兼　第41回全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　東京都予選
会）
（兼　第12回全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会　東京都
予選会）

H21.7.4 東京武道館 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都少年柔道大会　第12回
（兼　第17回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H9.4.13 講道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団　東京都柔道
道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第13回
（兼　第18回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H10.4.12 講道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第14回
（兼　第19回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H11.4.4 講道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第15回
（兼　第20回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H12.4.2 講道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第16回
（兼　第21回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H13.4.1 講道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第17回
（兼　第22回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H14.4.13 東京武道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第18回
（兼　第2３回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H15.4.5 東京武道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第25回
（兼　第30回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H22.3.21 東京武道館 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29
東京都少年柔道大会　第26回
（兼　第31回全国少年柔道大会　東京都予選会）

H23.4.10 講道館　女子部道場 東京都柔道連盟　読売新聞社
講道館　全日本柔道少年団
東京都柔道道場連盟

E29 東京都中学校対抗柔道大会　第11回 S37.6.10 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校対抗柔道大会　第12回 S38.6.2 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校対抗柔道大会　第13回 S39.5.31 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都教育委員会

E29
東京都中学校対抗柔道大会　第16回
兼　東京都中学校体育連盟結成二十周年記念東京都中学校総合
体育大会区部柔道大会　第6回

S42.5.5 講道館
東京都教育委員会　東京都中学校
校長会　東京都中学校体育連盟

E29
東京都中学校柔道対抗大会　第18回　兼　東京都中学校総合体育
大会区部柔道大会　第8回

S44.5.18 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校柔道新人大会　第7回 S37.1.28 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校柔道新人大会　第8回 S38.1.27 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校柔道新人大会　第9回 S39.1.26 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校柔道新人大会　第15回 S44.11.16 講道館 東京都中学校体育連盟 日本武道館

E29 東京都中学校柔道新人大会　第16回 S45.11.15 講道館 東京都中学校体育連盟 日本武道館
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E29 東京都中学校柔道新人大会　第17回 S46.11.21 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都教育委員会　日本武道館

E29 東京都中学校学年別柔道大会　第8回 S34.9.27 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校学年別柔道大会　第11回 S37.9.30 講道館
東京都教育委員会
東京都中学校体育連盟

E29 東京都中学校学年別柔道大会　第18回 S44.8.31 講道館 東京都中学校体育連盟　 日本武道館　報知新聞社　NETテレビ

E29
東京都中学校新人柔道大会　第60回
東京都中学校新人体重別女子柔道選手権大会　第25回
東京都中学校新人体重別柔道選手権大会　第2回

H26.10.19 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29
東京都中学校新人柔道大会　第61回
東京都中学校新人体重別女子柔道選手権大会　第26回
東京都中学校新人体重別柔道選手権大会　第3回

H27.10.25 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29
東京都中学校新人柔道大会　第63回
東京都中学校新人体重別女子柔道選手権大会　第28回
東京都中学校新人体重別柔道選手権大会　第5回

H29.10.29 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29
東京都中学校新人柔道大会　第64回
東京都中学校新人体重別女子柔道選手権大会　第29回
東京都中学校新人体重別柔道選手権大会　第6回

H30.11.4 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29
東京都中学校新人柔道大会　第65回
東京都中学校新人体重別女子柔道選手権大会　第30回
東京都中学校新人体重別柔道選手権大会　第7回

R1.10.20 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29 東京都中学校春季柔道大会　第14回 H27.5.17 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29 東京都中学校春季柔道大会　第15回 H28.5.22 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29 東京都中学校春季柔道大会　第18回 R1.5.19 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29 第60回東京都中学校総合体育大会柔道大会 R03.06.20 講道館 東京都中学校体育連盟 東京都柔道連盟　日本武道館

E29 東京都下柔道道場優勝大会　第7回 S43.6.30 講道館 東京都柔道道場連盟 講道館　東京都柔道連盟　読売新聞社

E29 東京都柔道道場優勝大会　改組第1回 S37.6.24 講道館 東京都柔道道場連盟 講道館　読売新聞社

E29 東京都柔道道場優勝大会　改組第3回 S39.9.20 講道館 東京都柔道道場連盟 講道館　読売新聞社

E29 東京都下少年柔道優勝大会　第1回 S43.9.29 講道館 東京都柔道道場連盟

E29 東京都少年柔道優勝大会　第3回 S45.9.27 講道館 東京都柔道々場連盟 東京都柔道連盟
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E29

東京都柔道道場優勝大会　第25回
東京都柔道少年優勝大会　第19回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第19回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第3回

S61.3.30 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館  東京都  東京都柔道連盟  読売
新聞社  日本柔道新聞社  全日本柔道少
年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第33回
東京都柔道少年優勝大会　第27回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第27回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第11回

H6.6.12 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館  東京都  東京都柔道連盟  読売
新聞社  日本柔道新聞社  全日本柔道少
年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第36回
東京都柔道少年優勝大会　第30回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第30回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第14回

H9.6.1 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館  東京都  東京都柔道連盟  読売
新聞社  日本柔道新聞社  全日本柔道少
年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第40回
東京都柔道少年優勝大会　第34回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第34回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第18回

H13.6.10 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館  東京都  東京都柔道連盟  読売
新聞社  日本柔道新聞社  全日本柔道少
年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第41回
東京都柔道少年優勝大会　第35回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第35回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第19回

H14.6.9 講道館 東京都柔道連盟
講道館  東京都  東京都柔道連盟  読売
新聞社  日本柔道新聞社  全日本柔道少
年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第55回
東京都柔道少年優勝大会　第49回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第49回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第33回

H28.6.12 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館　東京都　東京柔道連盟
読売新聞社　全日本柔道少年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第57回
東京都柔道少年優勝大会　第51回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第51回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第35回

H30.6.10 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館　東京都　東京柔道連盟
読売新聞社　全日本柔道少年団

E29

東京都柔道道場優勝大会　第58回
東京都柔道少年優勝大会　第52回
学年別選抜少年柔道優勝大会　第52回
東京都選抜女子柔道優勝大会　第36回

R1.6.9 講道館 東京都柔道道場連盟
講道館　東京都　東京柔道連盟
読売新聞社　全日本柔道少年団

E29 東京学生柔道対抗試合　第19回 S17.5.31 講道館 東京学生柔道連合会 東京日日新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第1回 S25.10.22 講道館 講道館

E29 東京都下柔道道場大会　第2回 S26.11.4 講道館 講道館

E29 東京都下柔道道場大会　第3回 S27.12.7 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第4回 S28.6.21 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第5回 S29.6.20 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第6回 S30.6.19 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第7回 S31.7.1 講道館 講道館 読売新聞社
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E29 東京都下柔道道場大会　第8回 S32.6.23 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第9回 S33.6.22 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第10回 S34.6.21 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第11回 S35.6.26 講道館 講道館　全日本柔道連盟 読売新聞社

E29 東京都下柔道道場大会　第12回 S36.7.2 講道館 講道館 読売新聞社

E29 東京都下全柔道会争覇大会　第1回 S25.12.10 講道館 東京都柔道連盟　 講道館　朝日新聞社

E29 東京都下全柔道会争覇大会　第2回 S26.12.9 講道館 東京都柔道連盟　 講道館　朝日新聞社

E29 東京都柔道大会(23区5市3郡対抗) 第2回 **.2.15 講道館
東京都 東京都教育委員会
讀賣新聞社

東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都柔道大会(23区5市3郡対抗) **.2.10 講道館
東京都 東京都教育委員会
講道館 讀賣新聞社

E29 東京都柔道大会(廿三区八市三郡対抗試合) S31.11.3 東京都柔道連盟
講道館　東京都教育委員会
東京都体育協会　朝日新聞社

E29 東京都柔道大会(廿四地区対抗試合） 第3回 S33.10.26 講道館 東京都柔道連盟 朝日新聞社　講道館

E29 東京都柔道大会(廿四地区対抗試合)　第5回 S35.11.20 講道館 東京都柔道連盟 朝日新聞社　講道館

E29 東京都柔道大会(廿四地区対抗試合)　第6回 S36.12.10 講道館 東京都柔道連盟 朝日新聞社　講道館

E29 東京都柔道大会(二十四地区対抗試合)　第7回 S37.11.4 講道館 東京都柔道連盟
朝日新聞社　日刊スポーツ新聞社　講道
館

E29 東京都柔道大会(二十四地区対抗試合)　第8回 S38.12.1 講道館 東京都柔道連盟
朝日新聞社　日刊スポーツ新聞社　講道
館

E29 東京都柔道大会(二十三地区対抗試合）　第9回 S39.12.6 講道館 東京都柔道連盟
朝日新聞社　日刊スポーツ新聞社　講道
館

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第13回 S43.12.8 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　東京都道場連盟

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第14回 S44.12.7 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　東京都道場連盟

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第15回 S45.12.6 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　東京都道場連盟

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第16回 S46.12.5 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　東京都道場連盟

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第17回 S47.12.10 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館　東京都道場連盟

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第43回 H10.12.6 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第44回 H11.12.12 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第45回 H12.12.10 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館
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E29 東京都24地区対抗柔道大会  第53回 H20.12.7 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都24地区対抗柔道大会  第56回 H23.12.4 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都24地区対抗柔道大会  第59回 H26.12.21 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都24地区対抗柔道大会　第60回 H27.12.20 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都24地区対抗柔道大会　第61回
東京都6地区対抗女子柔道大会　第1回

H29.12.17 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都24地区対抗柔道大会　第62回
東京都6地区対抗女子柔道大会　第2回

H30.12.16 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29
東京都24地区対抗柔道大会　第64回
東京都6地区対抗女子柔道大会　第3回

R1.12.15 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 東京都小学生低学年柔道大会　平成27年度 H27.12.23 講道館大道場 東京都柔道連盟 講道館

E29 第25回全国教員柔道大会　東京都選考会 H12.6.10 講道館 東京都柔道連盟

E29 都柔連対警視庁親善柔道試合　第24回 H11.12.11 警視庁術科センター 東京都柔道連盟　警視庁柔道会

E29 都柔連対警視庁親善柔道試合　第25回 H12.12.9 警視庁武道館 東京都柔道連盟　警視庁柔道会

E29 都柔連対警視庁親善柔道試合　第26回 H13.12.8 警視庁武道館 東京都柔道連盟　警視庁柔道会

E29 都柔連対警視庁親善柔道試合　第36回 H23.12.3 警視庁武道館 東京都柔道連盟　警視庁柔道会

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第5回 H7.6.4 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会  東
京都体育協会  関東柔道連合会  東京都
中学体校育連盟  ベースボールマガジン
社「近代柔道」

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第6回 H8.6.23 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会  東
京都体育協会  関東柔道連合会  東京都
中学体校育連盟  ベースボールマガジン
社「近代柔道」

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第7回 H9.6.22 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会  東
京都体育協会  関東柔道連合会  東京都
中学体校育連盟  ベースボールマガジン
社「近代柔道」

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第8回 H10.6.28 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会  東
京都体育協会  関東柔道連合会  東京都
中学体校育連盟  ベースボールマガジン
社「近代柔道」
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E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第9回 H11.6.27 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会
東京都体育協会  関東柔道連合会  東京
都中学体校育連盟  ベースボールマガジ
ン社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第10回 H12.6.25 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会  東
京都体育協会  関東柔道連合会  東京都
中学校体育連盟  ベースボールマガジン
社「近代柔道」

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第11回 H13.6.24 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会　東
京都体育協会　関東柔道連合会　東京都
中学校体育連盟　ベースボール・マガジン
社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第12回 H14.6.23 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会　東
京都体育協会　関東柔道連合会　東京都
中学校体育連盟　ベースボール・マガジン
社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E29 マルちゃん杯　関東少年柔道大会　第14回 H16.7.4 東京武道館 東京都柔道連盟　東洋水産

全日本柔道連盟  東京都教育委員会　東
京都体育協会　関東柔道連合会　東京都
中学校体育連盟　ベースボール・マガジン
社「近代柔道」　日本柔道新聞社

E29 柔道大会　創設二十七周年 改組十周年記念 S35.5.8 八王子第一小学校講堂 三多摩柔道会 多摩朝日会　八王子柔道協会

E29 文京柔道会　創立二十周年記念大会 S43.11.3 講道館 文京柔道会　
講道館　文京区教育委員会
東京都柔道連盟　東京都町道場連盟

E29 都民体育大会春季大会要項　第10回　憲法施行記念 S31.5.2-26
東京都教育委員会　東京都
東京都体育協会

E29 都民体育大会　第2部　第50回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第52回国民体育大会 関東ブロック大会 柔道競技 東京都予選会）H9.7.5 講道館
東京都教育委員会　東京都
東京都体育協会

E29 都民体育大会　第2部　第51回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第53回国民体育大会 関東ブロック大会 柔道競技 東京都予選会）H10.7.4 講道館
東京都教育委員会　東京都
東京都体育協会

E29 都民体育大会春季大会　第52回　第1部（区郡市対抗）「柔道」競技 H11.5.23 講道館 東京都　東京都体育協会

E29 都民体育大会　第53回　春季大会「柔道」競技 H12.5.21 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民体育大会　第54回　春季大会「柔道」競技 H13.5.20 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民体育大会　第54回　春季大会（区郡市対抗）　実施要綱 H13 東京都体育協会　東京都

E29
都民体育大会　第54回　春季大会（区郡市対抗）　開・閉会式運営
要領

H13 東京都体育協会　東京都

E29 都民体育大会　第55回　春季大会（区郡市対抗）　実施要領 H14 東京都体育協会　東京都

E29 都民体育大会  第62回  春季大会「柔道」競技 H21.5.10 講道館 東京都体育協会  東京都

E29 都民体育大会  第63回  春季大会「柔道」競技 H22.5.16 講道館 東京都体育協会  東京都

E29 都民体育大会  第64回  春季大会「柔道」競技 H23.5,15 講道館 東京都体育協会  東京都
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E29 都民体育大会  第65回  春季大会「柔道」競技 H24.5.13 講道館 東京都体育協会  東京都

E29 都民体育大会  第70回  春季大会「柔道」競技 H29.5.14 講道館 東京都体育協会  東京都

E29 都民体育大会  第71回  春季大会「柔道」競技 H30.5.13 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民体育大会  第72回  春季大会「柔道」競技 R1.5.12 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会　平成13年度　柔道競技 H13.9.2 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会  平成20年度  柔道競技 H20.9.14 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会  平成21年度  柔道競技 H21.9.13 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会  平成26年度  柔道競技 H26.8.31 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会  令和元年度  柔道競技 R1.8.11 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 都民生涯スポーツ大会  令和3年度  柔道競技 R3.11.14 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 第73回国民体育大会柔道競技東京都選考会 H30.6.23 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 第74回国民体育大会柔道競技東京都選考会 R1.6.22 講道館 東京都体育協会　東京都

E29 千代田区柔道大会　第21回 S44.10.26 講道館 千代田区

E29 千代田区柔道大会　第22回 S45.10.25 講道館 千代田区

E29 千代田区柔道大会　第23回 S46.10.3 講道館 千代田区

E29 千代田区柔道大会　第27回 S50.10.19 講道館 千代田区

E29 千代田区柔道大会　第59回 H19.10.20 講道館 千代田区体育協会

E29 千代田区柔道大会  第60回記念 H20.10.18 講道館 千代田区体育協会 

E29 千代田区柔道大会  第63回　東日本大震災復興支援 H23.10.1 講道館 千代田区体育協会 

E29 千代田区柔道大会  第64回　東日本大震災復興支援 H24.10.13 講道館 千代田区体育協会 

E29 千代田区柔道大会　第65回　東日本大震災復興支援 H25.9.28 講道館 千代田区体育協会

E29 千代田区柔道大会　第66回　東日本大震災復興支援 H26.10.4 講道館 千代田区体育協会

E29 千代田区柔道大会　第68回 H28.10.1 講道館 千代田区体育協会

E29 千代田区柔道大会　第69回 H28.10.7 講道館 千代田区体育協会
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E29 千代田区柔道大会　第71回 R1.10.5 講道館 千代田区体育協会

E29 講道館柔道会館新築費募金柔道大会 S32.12.8 八王子市第一小学校講堂 八王子柔道会 講道館　三多摩柔道会　読売新聞

E29 中野祭奉祝柔道大会 S25.11.12 中野警察署道場 中野区柔道会
中野区役所　中野区体育協会
中野警察署　野方警察署

E29 文京区柔道大会 S25.11.26 講道館 文京柔道会 文京タイムス社

E29 文京区文化祭柔道大会 S26.11.23 講道館 文京区役所 文京柔道会　文京タイムス社　毎日新聞社

E29 大田区柔道大会　第1回 S24.11.20 大田区入新井第二小学校講堂 大田区柔道会　
大田区役所　大田区体育協会　大森警察
署　蒲田警察署　東調布警察署　池上警
察署

E29 柔道教室　第2回 [ ].10.31 講道館 東京都中学校体育連盟　講道館 読売新聞社

E29 柔道教室 S28.7.19 講道館 講道館　読売新聞社

E29 柔道解説と実技の会　剣道解説と実技の会 [　].10.7 日本橋三越本店三越劇場

E29 工藤一三先生柔道四十五年逮捕術十年祝賀記念柔道大会 S33.10.9 日比谷公会堂
旧浦和高校無心会　日本医科大学
柔道部　旧鹿島中学校柔道部　旧
目白商業柔道部　国士館無双会

E29 都下近縣柔道選手権大会　高段者特選試合 道友会

E29 都下近縣柔道選手各段大会 S24.3.21 道友会

E29 三多摩柔道会発会柔道大会番組 S25.5.14 八王子市都立高等学校講堂

E29 板橋区柔道会発会記念柔道大会　 S35.8.30? 板橋区議事堂

E29 修武館飯田道場創立満五十周年記念大会 S52.10.30 東芝柳町体育館 修武館飯田道場　修武館門人一同 川崎市柔道協会

E29 飯田憲二八段米寿祝賀会 S55.11.24 曹洞宗大本山總持寺
修武館飯田道場
修武館飯田道場門人一同

E29 文京区民柔道大会　創立十周年記念 S33.11.2 講道館 文京区柔道会　文京区教育委員会　朝日新聞社　文京区婦人会

E29 文京区民柔道大会 S38.11.3 講道館
文京区教育委員会　文京区
文京区体育協会

朝日新聞社

E29 文京区民柔道大会 S39.11.3 講道館
文京区教育委員会　文京区
文京区体育協会

朝日新聞社

E29 文京区民柔道大会 S46.11.3 講道館 文京区体育協会 文京区教育委員会　文京区柔道々場連盟

E29 文京区民柔道大会　第55回 H15.11.3 講道館
文京区教育委員会  文京区体育協
会

E29 文京区民柔道大会　第60回記念大会 H20.11.3 講道館 文京区 文京アカデミー体育協会 文京区柔道会
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E29 文京区民柔道大会　第63回 H23.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会

E29 文京区民柔道大会　第65回 H25.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会 文京区柔道会

E29 文京区民柔道大会　第66回 H26.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会 文京区柔道会

E29 文京区民柔道大会　第67回 H27.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会

E29 文京区民柔道大会　第68回 H28.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会

E29 文京区民柔道大会　第69回 H29.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会

E29 文京区民柔道大会　第70回 H30.11.3 講道館 文京区　文京区体育協会

E29 新宿区柔道大会 S27.9.23 文化会館 新宿区柔道会

E29 新宿区民柔道大会　第6回 S32.10.27 新宿区三光町　四谷第五小学校
新宿柔道会  新宿区  新宿教育委
員会

日刊スポーツ新聞社  新宿朝日会

E29 新宿区民柔道大会　第21回 S47.11.12 早稲田大学体育館(柔道場) 新宿柔道会 新宿区教育委員会

E29 新宿区少年少女柔道大会　第12回 H28.3.6 講道館学校道場 新宿区柔道会
新宿区体育協会　東京都体育協会　東京
都

E29 練馬区民柔道大会　第2回 S26.11.23 武蔵大学体育館
東京都練馬区役所
東京都練馬区柔道会

E29 練馬区少年柔道大会　第38回 H31.2.11 講道館国際部道場・学校道場 練馬区柔道会 練馬区教育委員会

E29 練馬区少年柔道大会　第39回 R02.02.11 講道館国際部道場・学校道場 練馬区柔道会 練馬区教育委員会

E29 豊島区柔道会結成柔道大会 .11.25 目白小学校講堂 豊島区柔道会
豊島区役所　豊島区体育協会
池袋警察署　目白警察署　巣鴨警察署

E29 江戸川区柔道会結成記念柔道紅白試合 S26.11.11 松江小学校校庭 江戸川区柔道会
小松川警察署　小岩警察署
江戸川区議会　各新聞社　地区有志

E29 北区柔道大会　第67回 H28.10.10 講道館
北区　北区教育委員会　東京都北
区体育協会

王子警察署　滝野川警察署　赤羽警察署

E29 北区柔道大会　第68回 H29.10.9 講道館
北区　北区教育委員会　東京都北
区体育協会

王子警察署　滝野川警察署　赤羽警察署

E29 東京近県柔道選手権大会　第15回 S37.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟
関東柔道連盟　読売新聞社

E29 東京近県柔道選手権大会　第16回 S38.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟
関東柔道連盟　読売新聞社

E29 東京近県柔道選手権大会　第17回 S39.3.20 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟
関東柔道連盟　読売新聞社

E29 東京近県柔道選手権大会  第18回 S40.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟
関東柔道連盟　読売新聞社

E29
東京近県柔道選手権大会　第21回
明治百年嘉納治五郎師範三十年忌記念

S43.3.20 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟
関東柔道連盟　読売新聞社
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E29 東京近県柔道選手権大会　第22回 S44.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連合
会

E29 東京近県柔道大会　第32回 S54.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連合
会

E29 東京近県柔道大会　第33回 S55.3.20 講道館大道場 道友会
講道館　日本武道館
東京都柔道連盟　関東柔道連合会

E29 東京近県柔道大会　第34回 S56.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連合
会

E29 東京近県柔道大会　第39回 S61.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連合
会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第12回 H18.12.17 講道館 道友会
講道館  東京都柔道連盟  関東柔道連合
会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第13回 H19.12.16 講道館 道友会
講道館  東京都柔道連盟  関東柔道連合
会  日本柔道新聞社

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第15回  /  第1回　形演技会 H21.11.15 講道館 道友会 講道館  講道館高段者会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第16回  /  第2回　形演技会 H22.11.14 講道館 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第18回  /  第4回　形演技会 H24.12.16 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第19回  /  第5回　形演技会 H25.12.15 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第20回  /  第6回　形演技会 H26.12.14 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第21回  /  第7回　形演技会 H27.12.14 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会　全日
本柔道普及会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第23回  /  第9回　形演技会 H29.12.10 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会　全日
本柔道普及会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第24回  /  第10回　形演技会 H30.12.9 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会　全日
本柔道普及会

E29 道友会高段者大会兼段別大会  第25回  /  第11回　形演技会 R1.12.22 講道館 道友会
講道館　東京都柔道道場連盟　講道館高
段者会　日本マスターズ柔道協会　全日
本柔道普及会

E29 道友会柔道段別選手権大会　第48回 H7.3.21 講道館 道友会
講道館  東京都柔道連盟  関東柔道連合
会

E29 道友会柔道段別選手権大会　第56回 H15.3.21 講道館大道場 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連合
会

E29 道友会第60回記念  講道館・道友会青少年柔道選手権大会 H19.8.19 講道館大道場 講道館  道友会
東京都柔道連盟  関東柔道連合会  講道
館高段者会  日本柔道新聞社
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E29 講道館･道友会青少年柔道選手権大会 第61回 H20.8.24 講道館大道場 講道館  道友会
東京都柔道連盟  関東柔道連合会  講道
館高段者会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第62回 H21.3.20 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道連盟  関東柔道連合
会  講道館高段者会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第63回 H22.3.21 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道連盟  東京都柔道道
場連盟  講道館高段者会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第64回 H23.3.21 講道館大道場 道友会 講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高段者会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第65回 H24.3.20 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第66回 H25.3.20 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第67回 H26.3.21 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第68回 H27.3.21 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第69回 H28.3.13 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第70回 H29.3.12 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会　全日本
柔道普及会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第71回 H30.3.18 講道館大道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会　全日本
柔道普及会

E29 道友会青少年柔道選手権大会 第72回 H31.3.10 講道館大道場、学校道場 道友会
講道館  東京都柔道道場連盟  講道館高
段者会 日本マスターズ柔道協会　全日本
柔道普及会

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第10回 S62.8.9 講道館女子部道場 東京都柔道連盟

E29
東京都女子柔道体重別選手権大会 第15回
（兼、都道府県対抗第25回全日本女子柔道大会　東京都選考会）

H21.5.10 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第16回  H22.5.16 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第17回　平成23年度  H23.5.15 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第18回　平成24年度  H24.5.13 講道館 東京都柔道連盟

E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第23回　平成29年度  H29.5.14 講道館 東京都柔道連盟
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E29 東京都女子柔道体重別選手権大会 第24回　平成30年度 H30.5.13 講道館 東京都柔道連盟

E29 柔道まつり  第33回 H21.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 柔道まつり  第39回 H27.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 柔道まつり　第40回 H28.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 柔道まつり　第41回 H29.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 柔道まつり　第42回 H30.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 柔道まつり　第43回 R1.5.3 講道館
特定非営利活動法人（NPO）  全日
本柔道普及会

E29 東京都柔道道場連盟  高段者大会兼段別大会  第20回 H21.9.27 講道館女子部道場 東京都柔道道場連盟 講道館  東京都柔道連盟

E29
東京都高校総合体育大会　第6回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第10回

Ｓ36.6.25 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟　朝日新聞社

E29
東京都高校総合体育大会　第8回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第12回

Ｓ38.6.16 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟　朝日新聞社

E29
東京都高等学校総合体育大会　第12回
兼　全国高校柔道大会都大会〔団体〕　第16回

Ｓ43.6.25 講道館大道場
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第13回
兼　全国高校柔道大会都大会〔団体〕　第17回

Ｓ43.6.2 講道館大道場
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第43回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第47回

H10.5.17/H10.6.13/H10.6.21講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第49回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第53回（コピー）

H16.5.30/H16.6.13 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第61回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第65回

H28.5.29-30，6.12 講道館　東京武道館（6月12日）
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第62回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第66回

H29.5.28/H29.6.18 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第63回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第67回

H30.5.26-27/6.17 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校総合体育大会　第64回
兼　全国高校柔道大会都予選会　第68回

R1.5.25-26/6.16 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29

東京都高等学校対抗大会・選手権大会　第64回 / 東京都高等学
校女子体重別大会　第31回 / 関東高等学校柔道大会東京都予選
会　第63回　兼　東京都ジュニア体重別選手権大会推薦選手選考
会（男子55kg級のみ実施）

H27.4.26/H27.5.5 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29

東京都高等学校対抗大会・選手権大会　第66回 / 東京都高等学
校女子体重別大会　第33回 / 関東高等学校柔道大会東京都予選
会　第65回　兼　東京都ジュニア体重別選手権大会推薦選手選考
会（男子55kg級のみ実施）

H29.4.30/H29.5.4 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29

東京都高等学校対抗大会・選手権大会　第67回 / 東京都高等学
校女子体重別大会　第34回 / 関東高等学校柔道大会東京都予選
会　第66回　兼　東京都ジュニア体重別選手権大会推薦選手選考
会（男子55kg級のみ実施）

H30.4.30/H30.5.6 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟
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E29
東京都高等学校対抗大会・選手権大会　第68回 / 東京都高等学
校女子体重別大会　第35回 / 関東高等学校柔道大会東京都予選
会　第67回

H31.4.27/R1.5.6 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29 中央四区柔道高段者大会兼段別大会　第23回 H24.10.14
中央区総合スポーツセンター
地下1階　第一武道場

中央四区柔道会（千代田区、文京
区、台東区、中央区）

東京都柔道連盟

中央四区柔道高段者大会兼段別大会　第29回 H30.11.11 講道館　女子部道場
中央四区柔道会（千代田区、文京
区、台東区、中央区）

東京都柔道連盟

E29
東京都市町村柔道段別選手権大会
兼　少年少女学年別選手権大会
平成25年度　第1回

H25.9.29 府中刑務所・樹徳殿 三多摩柔道会 東京都柔道連盟

E29 淡水会柔道大会 S25.11.19 講道館道場 淡水会柔道部

E29 東京都国公立高校柔道大会　第13回 H27.3.26-27 講道館学校道場及び国際部道場
東京都国公立高校柔道大会委員
会

E29 東京都国公立高校柔道大会　第14回 H28.3.26-27 講道館学校道場及び国際部道場
東京都国公立高校柔道大会委員
会

E29 東京都国公立高校柔道大会　第16回 H30.3.24-25 大道場
東京都国公立高校柔道大会委員
会

E29 東京都国公立高校柔道大会　第17回 H31.3.26-27 大道場
東京都国公立高校柔道大会委員
会

E29 東京都高等学校学年別柔道大会  第6回 S31.11.18 講道館
東京都高等学校体育連盟  東京都
教育委員会

東京都柔道連盟  朝日新聞社

E29 東京都高等学校学年別柔道大会  第8回 S33.11.9 講道館
東京都高等学校体育連盟  東京都
教育委員会

東京都柔道連盟　朝日新聞社

E29 東京都高等学校学年別柔道大会　第11回 S36.11.12 講道館
東京都高等学校体育連盟　東京都
教育委員会

東京都柔道連盟　朝日新聞社

E29 東京都高等学校学年別柔道大会　第13回 S38.11.10 講道館
東京都高等学校体育連盟　東京都
教育委員会

東京都柔道連盟　朝日新聞社

E29 東京都高等学校学年別柔道大会　第17回 S42.11.12 講道館
東京都高等学校体育連盟　東京都
教育委員会

東京都柔道連盟

E29 東京都高等学校学年別柔道大会　第18回 S43.11.10 講道館
東京都高等学校体育連盟　東京都
教育委員会

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校学年別柔道大会　第49回　/
東京都高校女子団体柔道大会　第3回

H11.10.3 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟  

E29 東京都高等学校学年別柔道大会　第69回 R1.9.23 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟  

E29
東京都高等学校柔道新人大会　第25回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都大会　第22回

H12.2.5-6 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟　テレビ朝日

東京都柔道連盟　朝日新聞社　日刊ス
ポーツ新聞社

E29
東京都高等学校柔道新人大会　第27回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都大会　第24回

Ｈ14.1.26-27 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟　テレビ朝日

東京都柔道連盟　朝日新聞社　日刊ス
ポーツ新聞社

E29
東京都高等学校新人柔道大会　第40回
東京都高等学校女子団体柔道大会　第18回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都予選会

H27.1.18/H27.1.25 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟
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E29
東京都高等学校新人柔道大会　第43回
東京都高等学校女子団体柔道大会　第21回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都予選会

H30.1.21/H30.1.28 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校新人柔道大会　第44回
東京都高等学校女子団体柔道大会　第22回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都予選会

H31.1.20/H31.1.27 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29
東京都高等学校新人柔道大会　第45回
東京都高等学校女子団体柔道大会　第23回
兼　全国高等学校柔道選手権大会東京都予選会

R02.1.19/R02.1.26 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29 東京都高等学校体育連盟柔道部　第3支部新人大会 Ｓ44.2.11 講道館

E29 東京都高等学校柔道個人選手権大会　第18回 Ｓ439.22 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29 東京都高等学校柔道個人選手権大会　第19回 Ｓ44.9.21 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29 東京都高等学校柔道個人選手権大会　第21回 Ｓ46.9.12 講道館
東京都教育委員会　東京都高等学
校体育連盟

東京都柔道連盟

E29 東京地区国公立大学体育大会　柔道の部　第67回 R1.6.9 講道館学校道場

E29 第28回東京支部柔道大会 H28.6.4 講道館国際部道場
JR東日本柔道連盟　東京支部　東
日本旅客鉄道株式会社

E29 第31回JR東日本柔道大会 H30.9.6-7 講道館 JR東日本柔道連盟

E29 東京・関東地区対抗選抜柔道大会 R02.02.09 講道館 東京都柔道連盟・関東柔道連合会

E29 丸ノ内柔道大会　第3回 Ｓ44.4.6 講道館

E29 老松信一杯柔道大会  第10回記念大会 S61.3.27 講道館 順天堂大学柔道部ＯＢ会

E30 雑　地方（3）神奈川県

E30
三笠艦記念関東七県対抗柔道大会  第35回  /
関東各県対抗女子柔道大会  第12回

H7.5.28 横須賀市総合体育会館
関東柔道連合会  神奈川県柔道連
盟  横須賀市地区柔道協会

読売新聞社  神奈川新聞社  神奈川県教
育委員会  横須賀市  横須賀市教育委員
会  横須賀市体育協会

E30 三笠艦記念関東柔道大会  第50回  /  関東女子柔道大会  第27回 H22.5.30 横須賀市総合体育会館
関東柔道連合会  神奈川県柔道連
盟  横須賀市地区柔道協会

横須賀市　横須賀市教育委員会　横須賀
市体育協会

E30 横浜市柔道道場連盟柔道大会　第11回 S60.9.16 神奈川県立武道館 横浜市柔道道場連盟 横浜市教育委員会　

E30 段別選士権柔道大会　第3回 S27.7.13 横須賀市民会館 横須賀市　横須賀柔道会
横須賀市体育会　神奈川新聞社　横須
賀・三浦私設道場連合会

E30 港南区柔道大会  第13回 S59.11.23 横浜刑務所　齋信館道場
横浜市港南区柔道会  横浜市港南
区体育協会

横浜市港南区役所  横浜市柔道協会  横
浜市柔道道場連盟  講道館教導会
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E30 さわやか親善柔道大会2014　お母さん達の挑戦 H26.8.9 神奈川県立武道館 神奈川県柔道連盟

日本武道館　神奈川県　神奈川県教育委
員会　神奈川県体育協会　横浜市市民局
神奈川県柔道整復師会　日本マスターズ
柔道協会　特別養護老人ホーム菅田親愛
の里　朝日オフセット印刷株式会社　読売
新聞社横浜支局　神奈川新聞社　ベース
ボール・マガジン社「近代柔道」　tvk「株式
会社テレビ神奈川」

E31 雑　地方（4）埼玉県

E31
白鶴城柔道大会　第10回
並びに　九段故工藤一三先生追悼柔道大会

S45.11.1 埼玉県立岩槻商業高校体育館 岩槻市柔道会　
岩槻市　岩槻市教育委員会　岩槻市体育
協会　岩槻市武道振興会　朝日新聞社

E31 埼玉縣柔道連盟結成記念柔道大会 S26.3.25 埼玉会館(浦和市) 埼玉県柔道連盟　
埼玉県　埼玉県教育委員会　埼玉県体育
協会

E31 全日本女子柔道選手権大会  関東地区予選会  第11回 H8.3.3 川口市立体育武道センター 関東柔道連合会

E31 全日本女子体重別選手権大会  関東地区予選会 H9.9.7 川口市立体育武道センター 関東柔道連合会

E32 雑　地方（5）群馬県

E32
全日本柔道選手権大会関東地区予選
兼　関東七県対抗新人柔道大会

S39.4.5 前橋市群馬県スポーツセンター
関東柔道連合会　群馬県教育委員
会　前橋市教育委員会

群馬県　群馬県体育協会　前橋市　上毛
新聞社

E32 群馬縣警察柔道大会　第1回 S23.9.11 群馬県警察学校 群馬県警察連絡協議会

E32 関東年齢別柔道選手権大会 [　].8.5 下吉田中学校特設道場 富士吉田市　山梨県柔道連盟
関東柔道連合会　東京都柔道連盟　山梨
県　山梨時事新聞社

E32 柔道祭　第1回 S27.4.20 群馬県立女子高校体育館(高崎市) 群馬県柔道連盟　 段別選士権柔道大会　第3回

E32 群馬県柔道連盟結成記念　関東柔道大会 S26.5.19
群馬県前橋市県庁前群馬会館大
ホール

E33 雑　地方（6）茨城県

E33 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  第27回  茨城県予選 H7.8.6 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 全日本女子柔道選手権大会  第10回  関東地区大会茨城県予選会 H6.12.18 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 全国少年柔道大会  第15回  茨城県予選会 H7.4.2 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 全国少年柔道大会  第16回  茨城県予選会 H8.4.7 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 全国少年柔道大会  第22回  茨城県予選会 H14.4.7 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 茨城県 県南柔道「形」競技大会 第3回 H11.6.13 土浦武道館 茨城県県南柔道連盟 茨城県柔道連盟

E33 茨城県民総合体育大会  兼  国体茨城県大会柔道競技（少年の部） S60.6.21-22 県武道館

E33 茨城県民総合体育大会  兼  国体茨城県大会柔道競技（成年の部） S60.6.30 茨城県武道館
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E33
平成2年度県民総合体育大会
兼  第45回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年の部）

H2.9.2 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成3年度県民総合体育大会
兼  第46回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（少年）

H3.6.20-21 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成3年度県民総合体育大会
兼  第46回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年）

H3.7.13 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成4年度県民総合体育大会
兼  第47回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年の部）

H4.7.12 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成7年度県民総合体育大会
兼  第50回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年）

H7.7.15 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成8年度県民総合体育大会
兼  第51回国民体育大会
 茨城県大会  柔道競技（成年）

H8.6.30 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成9年度県民総合体育大会
兼  第52回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年）

H9.6.29 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成10年度県民総合体育大会
兼  第53回国民体育大会
茨城県大会  柔道競技（成年）

H10.6.28 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成13年度県民総合体育大会
兼  第56回国民体育大会
 茨城県選考会  柔道競技（成年）

H13.6.3 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33
平成14年度県民総合体育大会
兼  第57回国民体育大会
茨城県選考会  柔道競技（成年）

H14.7.14 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 昭和62年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技

E33 昭和63年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 S63.7.22-23 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成2年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H2.7.24-25 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成3年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H3.7.22-23 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成4年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H4.7.23-24 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成7年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H7.7.21-22 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成13年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H13.7.20-21 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会
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E33 平成14年度県民総合体育大会中学校大会  柔道競技 H14.7.20-21 茨城県武道館
茨城県  茨城県教育委員会  茨城
県体育協会

E33 平成13年度茨城県中学校新人体育大会  柔道競技 H13.11.5-6 茨城県武道館

E33 平成14年度国民体育大会少年男子選手選考会 H14.6.28 茨城県武道館
茨城県柔道連盟  県高体連柔道専
門部

E33 茨城県消防職員 柔・剣道大会  第24回 H13.8.30 茨城県武道館 茨城県消防長会

E33 茨城県消防職員 柔・剣道大会  第25回 H14.10.4 茨城県武道館 茨城県消防長会

E33 青少年健全育成柔道大会  第11回 1989.11.23 水戸市堀原運動公園・武道館 水戸西ライオンズクラブ
水戸市  水戸市教育委員会  水戸市体育
協会  水戸市スポーツ振興協会  水戸市
柔道協会  茨城新聞社  茨城放送

E33 青少年健全育成柔道大会  第16回 1994.11.23 茨城県武道館 水戸西ライオンズクラブ
水戸市  水戸市教育委員会  水戸市体育
協会  水戸市スポーツ振興協会  水戸市
柔道協会  茨城新聞社  茨城放送

E33 青少年健全育成柔道大会  第19回 1997.11.23 茨城県武道館 水戸西ライオンズクラブ
水戸市  水戸市教育委員会  水戸市体育
協会  水戸市スポーツ振興協会  水戸市
柔道協会  茨城新聞社  茨城放送

E33 青少年健全育成柔道大会  第23回 2001.11.23 茨城県武道館 水戸西ライオンズクラブ

水戸市  茨城県柔道連盟中央支部  水戸
市教育委員会  水戸市体育協会  水戸市
スポーツ振興協会  水戸市柔道協会  茨
城新聞社  茨城放送

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第1回 H3.11.4 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第2回 H4.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第3回 H5.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第4回 H6.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞社
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E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第8回 H10.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県体育協会  茨
城県警察本部  茨城県高等学校体育連盟
茨城県中学校体育連盟  茨城県柔道接骨
師会  茨城県消防長会  水戸市柔道協会
茨城新聞社

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第11回 H13.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県体育協会  茨
城県警察本部  茨城県高等学校体育連盟
茨城県中学校体育連盟  茨城県柔道接骨
師会  茨城県消防長会  水戸市柔道協会
茨城新聞社

E33 茨城県4地区対抗柔道大会  第12回 H14.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県体育協会  茨
城県警察本部  茨城県高等学校体育連盟
茨城県中学校体育連盟  茨城県柔道接骨
師会  茨城県消防長会  水戸市柔道協会
茨城新聞社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第8回 S58.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県柔道接骨
師会  茨城県消防長会  水戸市柔道協会
茨城新聞株式会社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第9回 S59.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第10回 S60.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第11回 S61.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第12回 S62.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33 茨城県東西対抗柔道大会  第13回 S63.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社
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E33 茨城県東西対抗柔道大会  第15回 H2.11.3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

茨城県教育委員会  茨城県警察本部  茨
城県高等学校体育連盟  茨城県中学校体
育連盟  茨城県柔道接骨師会  茨城県消
防長会  水戸市柔道協会  茨城新聞株式
会社

E33
全日本女子柔道強化選手選考会関東地区大会茨城県予選会  平
成7年度

H7.7.1 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33
祝観梅  茨城県柔道段別選手権大会  第24回
  （小学年生・全日本選手権茨城予選 / 中学、高校選手権大会）

S50 県立スポーツセンター、水府体育館 茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道段別選手権大会  第25回
  （小学生・全日本選手権茨城予選  /  中学、高校選手権大会）

S51
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第26回  （小学生大会、全日本選
手権大会茨城県予選 / 段別選手権大会、高段者大会 / 中学・高
校選手権大会

S52
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第28回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 段別選
手権大会、高段者大会 / 中学生選手権大会）

S54
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第29回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 段別選
手権大会、高段者大会 / 中学生選手権大会）

S55
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第30回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 段別選
手権大会、高段者大会 / 中学生選手権大会）

S56
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第31回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 段別選
手権大会、高段者大会 / 中学生選手権大会）

S57
水戸市民体育館、県立スポーツセ
ンター

茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第32回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 段別選
手権大会、高段者大会 / 中学生選手権大会）

S58 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
いはらき新聞社  水戸市体育協会  水戸
市観光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第33回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 中学生選手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会
茨城県予選 / 段別選手権大会、高段者大会

S59 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城新聞社  水戸市体育協会  水戸市観
光協会

E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第34回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 中学生選手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会
茨城県予選 / 段別選手権大会、高段者大会）

S60 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社
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E33
祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第35回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 中学生
選手権大会 / 段別選手権大会、高段者大会）

S61 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33
祝観梅  茨城県受動選手権大会  第36回  （高等学校新人柔道選
手権大会 / 小学生大会、全日本選手権大会茨城県予選 / 中学生
選手権大会 / 段別選手権大会、高段者大会）

S62 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

祝観梅  茨城県柔道選手権大会  第37回  （高等学校新人柔道選
手権大会 兼 高校女子柔道体重別選手権大会 / 小学生大会、全
日本選手権大会茨城県予選 / 中学生選手権大会 / 段別選手権大
会、高段者大会）

S63 水城高等学校柔道場、茨城県武道館茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第38回  （第11回茨城県高等学校
柔道選手権大会、高校女子柔道体重別選手権大会 / 小学生大
会、全日本選手権大会茨城県予選茨城県女子柔道選手権大会 /
中学生選手権大会 / 段別選手権大会、高段者大会、茨城県女子
柔道体重別選手権大会

H1 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第39回  （小学生大会、全日本選手
権大会茨城県予選、茨城県女子柔道選手権大会 / 第12回茨城県
高等学校柔道選手権大会、高校女子柔道体重別選手権大会 / 中
学生選手権大会 / 段別選手権大会、高段者大会、茨城県女子柔
道体重別選手権大会

H2 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第40回  （茨城県柔道選手権大会
兼 関東選手権県予選会 / 小学生学年別優勝大会 / 段別選手権
大会、高段者大会、茨城県女子柔道体重別選手権大会 / 中学生
選手権大会）

H3 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第41回  （茨城県柔道選手権大会
兼 関東選手権予選会 / 小学生学年別優勝大会 / 中学生選手権
大会 / 段別選手権大会、高段者大会、茨城県女子柔道体重別選
手権大会）

H4 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第42回  （全国高校新人柔道選手
権大会県予選 / 高校女子柔道体重別選手権大会 / 小学生学年別
優勝大会 / 第8回茨城女子柔道選手権大会 / 茨城県柔道選手権
大会 兼 関東選手権大会県予選、茨城県女子柔道体重別選手権大
会 / 中学生学年別優勝大会、茨城県段別選手権大会 / 茨城県高
段者大会

H5 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第43回  （全国高校柔道選手権大
会県予選 / 茨城県柔道選手権大会 兼 関東選手権大会県予選、
茨城県女子柔道体重別選手権大会 / 小学生学年別優勝大会 / 茨
城県段別選手権・高段者大会 / 中学生学年別優勝大会

H6 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第44回  （全国高校柔道選手権大
会県予選 / 小学生学年別優勝大会 / 茨城県柔道選手権大会 兼
関東選手権大会県予選 / 茨城県段別選手権・高段者大会 / 中学
生学年別優勝大会）

H7 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  水
戸市体育協会  茨城県柔道接骨師会  茨
城新聞社
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E33
観梅  茨城県柔道選手権大会  第45回  （全国高校柔道選手権大
会県予選 / 中学生学年別優勝大会 / 全日本女子柔道選手権大会
県予選  茨城県段別選手権・高段者大会 / 小学生学年別優勝大会

茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県教育委員会  茨城県体育協会　水
戸市体育協会  茨城県柔道接骨師会  茨
城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第46回  （全国高校柔道選手権大
会県予選 / 茨城県柔道選手権大会 兼 関東選手権大会県予選 /
全日本女子柔道選手権大会県予選 / 茨城県段別選手権・高段者
大会 / 小学生学年別優勝大会 / 中学生学年別優勝大会）

H9 茨城県武道館 茨城県柔道連盟   

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第47回  （全国高校柔道選手権大
会県予選、全国高校女子柔道選手権大会権予選会 / 茨城県柔道
選手権大会県予選会 / 茨城県柔道選手権大会 兼 関東選手権大
会県予選会、第13回全日本女子柔道選手権大会県予選会 / 中学
生学年別優勝大会 / 小学生学年別優勝大会 / 茨城県段別選手
権・高段者大会）

H10 茨城県武道館 茨城県柔道連盟　
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  水
戸市体育協会  茨城県柔道接骨師会  茨
城新聞社

E33

観梅  茨城県柔道選手権大会  第52回  （全国高校柔道選手権大
会県予選、全国高校女子柔道選手権大会県予選会 / 茨城県柔道
選手権大会 兼 全日本選手権大会県予選会、第18回全日本女子
柔道選手権大会県予選会 / 中学生学年別優勝大会 / 小学生学年
別優勝大会 / 茨城県段別選手権・高段者大会）

H15 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  水
戸市体育協会  茨城県柔道接骨師会  茨
城新聞社

E33 観梅  中学生選手権大会  第39回 H2.2.25 茨城県武道館

E33 観梅  茨城県中学生柔道選手権大会  第40回 H3.3.24 茨城県武道館 茨城県柔道連盟

E33 観梅  茨城県柔道選手権大会  中学生選手権大会  第41回 H4.3.1 茨城県武道館 茨城県柔道連盟
茨城県体育協会  水戸市体育協会  茨城
県柔道接骨師会  茨城新聞社

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第11回 S59.4.22 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第12回 S60.4.21 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第13回 S61.4.27 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第14回 S62.4.26 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第15回 S63.4.24 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送
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E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第16回 H1.4.23 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第17回 H2.4.22 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第18回 H3.4.21 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞株
式会社  株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々長杯争奪戦  柔道大会  第19回 H4.4.26 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会々会長争奪戦  柔道大会  第20回記念 H5.4.25 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会会長杯争奪戦  柔道大会  第22回 H7.4.23 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会会長杯争奪戦  柔道大会  第23回 H8.4.21 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会会長杯争奪戦  柔道大会  第24回 H9.4.20 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城大学柔道会会長杯争奪戦  柔道大会  第28回 H13.4.22 茨城県武道館 茨城大学柔道会

茨城県教育委員会  茨城県柔道連盟  茨
城県中学校体育連盟  茨城県高等学校体
育連盟  水戸市教育委員会  茨城新聞社
株式会社茨城放送

E33 茨城県実業柔道団体対抗大会  第4回 H8.6.16 カシマスポーツセンター 茨城県実業柔道連盟
茨城県柔道連盟  茨城県体育協会  茨城
新聞社

E33 茨城県実業柔道団体対抗大会  第6回 H10.6.21 カシマスポーツセンター 茨城県実業柔道連盟
茨城県柔道連盟  茨城県体育協会  鹿嶋
市教育委員会  茨城新聞社

E33
茨城県青年大会  兼  第45回全国青年大会予選会プログラム
平成8年度

H8.8.17-18 県武道館等
茨城県教育委員会  茨城県体育協
会  茨城県市町村教育委員会連合
会  茨城県青年団協議会

E33 茨城県県南柔道大会  第4回 H6.11.27 取手市グリーンスポーツセンター 茨城県  県南柔道連盟 県南各市町村教育委員会
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E33 茨城県武道館親善武道大会（柔道の部）  第16回 H9.8.31 茨城県武道館
茨城県教育委員会
茨城県体育協会

E33 町制40周年記念  大洗町近郊少年柔剣道大会 H6.10.10 大洗町総合運動公園体育館
大洗町制40周年記念
事業実行委員会

水戸警察署  茨城県柔道連盟  東茨城郡
柔道連盟  茨城新聞社  大洗町ライオンズ
クラブ  大洗町教育委員会  大洗町体育協
会

E34 雑　地方（7）その他,関東

E34
関東ジュニア柔道体重別選手権大会 兼 全日本関東地区予選会
第25回

H5.9.12 川口市立体育武道センター 関東柔道連合会

E34
関東ジュニア柔道体重別選手権大会 兼 全日本関東地区予選  第
30回  /  関東ジュニア女子柔道体重別選手権大会 兼 全日本関東
地区予選  第1回  JOCジュニアオリンピックカップ

H10.8.16 埼玉県立武道館 関東柔道連合会 埼玉県柔道連盟

E34 関東柔道選手権大会（全日本柔道選手権大会関東地区予選） S50.3.30 茨城県笠間市民体育館 関東柔道連合会
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  朝
日新聞水戸支局  笠間市

E34
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  昭和58年度

S58.3.20 茨城県武道館 関東柔道連合会 茨城県体育協会  朝日新聞水戸支局

E34
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  平成元年

H1.3.12 茨城県武道館 関東柔道連合会
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  朝
日新聞社水戸支局

E34
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  平成4年

H4.3.15 千葉県武道館 関東柔道連合会
千葉県教育委員会  千葉県体育協会  朝
日新聞千葉支局

E34
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  平成5年

H5.3.14 群馬県武道館 関東柔道連合会
群馬県教育委員会  群馬県体育協会  朝
日新聞前橋支局

E34
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  平成8年

H8.3.10 茨城県武道館 関東柔道連合会
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  朝
日新聞社水戸支局

E34
関東女子体重別柔道選手権大会
 兼 全国女子体重別柔道選手権大会関東地区予選

H8.9.22 千葉県武道館 関東柔道連合会

E34 関東女子柔道選手権大会（兼）全日本予選会  平成7年度 H7.3.4 川口市立体育武道センター 関東柔道連合会

E34
関東女子柔道選手権大会
（兼）全日本女子柔道選手権大会関東地区予選会  第13回

H10.3.1 川口市立体育武道センター 関東柔道連合会

E34
関東柔道選手権大会（兼）全日本選手権大会関東地区予選会 / 関
東女子柔道選手権大会（兼）全日本女子選手権大会関東地区予選
会 平成12年

H12.3.5 神奈川県立武道館 関東柔道連合会
神奈川県教育委員会  神奈川県体育協会
朝日新聞社横浜支局

E34
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 /
関東女子柔道選手権大会（兼）全日本女子柔道選手権大会関東地
区予選  平成13年

H13.3.11
群馬県総合スポーツセンターぐん
まアリーナ

関東柔道連合会
群馬県教育委員会  群馬県体育協会  朝
日新聞社前橋支局

E34
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 /
関東女子柔道選手権大会（兼）全日本女子柔道選手権大会関東地
区予選  平成15年

H15.3.9 茨城県武道館 関東柔道連合会
茨城県教育委員会  茨城県体育協会  朝
日新聞社水戸支局

E34 関東中学校柔道大会  平成13年度  第26回 H13.8.9-10 カシマスポーツセンター

関東中学校体育連盟  茨城県教育
委員会  鹿嶋市  鹿嶋市教育委員
会  関東柔道連合会  東京都柔道
連盟  茨城県柔道連盟

茨城県学校長会  茨城県体育協会  日本
武道館  茨城新聞社
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E34 関東中学校柔道大会  平成13年度  第26回  公式記録 H13.8.9-10 カシマスポーツセンター

関東中学校体育連盟  茨城県教育
委員会  鹿嶋市  鹿嶋市教育委員
会  関東柔道連合会  東京都柔道
連盟  茨城県柔道連盟

茨城県学校長会  茨城県体育協会  日本
武道館  茨城新聞社

E34
全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  関東地区大会県予選会
第28回

H8.8.4 県武道館柔道場 茨城県柔道連盟

E34 東日本柔道対縣試合及個人優勝試合（一部欠損） S22.11.9 講道館 講道館 毎日新聞社

E34 第49回国民体育大会関東ブロック大会  柔道競技会 H6.8.20-21 千葉県武道館

日本体育協会  千葉県  関東ブロッ
ク各都県教育委員会  関東ブロック
各都県体育協会  関東柔道連合会
東京都柔道連盟  千葉市

文部省

E34 第50回国民体育大会関東ブロック大会  柔道競技会 H7.8.26-27 茨城県武道館

日本体育協会  茨城県  関東ブロッ
ク各都県教育委員会  関東ブロック
各都県体育協会  関東柔道連合会
東京都柔道連盟  水戸市

文部省

E34 第51回国民体育大会関東ブロック大会  公式記録 H8.8.25

E34 第52回国民体育大会関東ブロック大会  柔道競技会 H9.8.23-24 講道館
日本体育協会　東京都　関東ブ
ロック各都県体育協会　関東ブロッ
ク各都県教育委員会

文部省

E34 第53回国民体育大会関東ブロック大会  柔道競技会 H10.8.29-30 栃木県武道館

日本体育協会　栃木県　関東ブ
ロック各都県教育委員会　関東ブ
ロック各都県体育協会　関東柔道
連合会　東京都柔道連盟

文部省

E34 第56回国民体育大会関東ブロック大会　柔道競技 H13.8.18
群馬県スポーツセンター
ぐんま武道館

日本体育協会　群馬県　関東ブ
ロック各都県教育委員会　関東ブ
ロック各都県体育協会　関東柔道
連合会　前橋市

文部科学省

E34 第56回国民体育大会関東ブロック大会　総合プログラム H13.8.24-26

日本体育協会　群馬県　関東ブ
ロック各都県教育委員会　関東ブ
ロック各都県体育協会　関東ブロッ
ク各実施競技団体　会場地市町村

文部科学省

E34 全関東近県選手権並紅白柔道大会 S25.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　読売新聞社
東京整復師会　中大出版社

E34 関東一都六縣柔道優勝試合 S23.10.3 講道館
関東地区柔道有段者会及
柔道連盟

講道館

E34 関東近県段別優勝試合　第4回 S26.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　読売新聞社
内外タイムス社　東京整復師会　株式会
社中大出版社
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E34 関東近県段別優勝試合　第5回 S27.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　読売新聞社
東京整復師会

E34 関東近県段別優勝試合　第6回 S28.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
東京整復師会　読売新聞社

E34 関東近県段別優勝試合　第7回 S29.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県段別優勝試合　第8回 S30.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県段別優勝試合　第9回 S31.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県段別優勝試合　十周年記念 S32.3.21 講道館 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県体重別選手権試合　第11回　道友会大会 [S33.3.21?] 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県体重別選手権試合　第12回　道友会大会 [S34.3.21?] 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県体重別選手権試合　第13回　道友会大会 道友会
講道館　東京都柔道連盟　関東柔道連盟
読売新聞社

E34 関東近県柔道大会　第14回　段別優勝試合･体重別段別優勝試合 S36.3.21 講道館大道場 道友会 講道館　読売新聞社

E34
関東近県柔道大会　第14回　五、四段段別優勝試合
参貳初段体重別優勝試合

S36.4.21 講道館大道場 道友会 講道館　読売新聞社

E34 東京都対関東七県柔道対抗試合 S25.9.17 講道館 東京都柔道連盟　関東柔道連合会 朝日新聞社　講道館　全日本柔道連盟

E34 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会  関東地区大会県予選会 H8.8.4 県武道館柔道場 茨城県柔道連盟

E34 南嶋清久杯柔道大会　第10回記念 H24.2.12 飯田市武道館
南嶋清久杯柔道大会
実行委員会

飯田市教育委員会　飯田市体育協会　信
濃毎日新聞社　SBC信越放送　南信州新
聞社　信州日報社　飯田ケーブルテレビ
飯田エフエム放送

E34 南嶋清久杯柔道大会　平成25年度 H25.10.26 飯田市武道館 柔和クラブ

E34 南嶋清久杯柔道大会　平成26年度 H26.11.9 飯田市武道館 柔和クラブ

E35 雑　地方（8）東北以東

E35
全日本柔道選手権東北予選大会 昭和58年
東北東西対抗柔道大会　第34回

S58.3.20 岩手県湯田町町民体育館 東北柔道連盟　
岩手県教育委員会　岩手県体育協会　湯
田町　岩手日報社　朝日新聞社　岩手放
送

E35 北海道柔道高段者会大会　第12回　柔道研修会 S58.9.24 札幌市立中央体育館 北海道高段者会本部

講道館　北海道　北海道教育委員会　北
海道体育協会　札幌市　北海道柔道連盟
北海道柔道整復師会　中村記念病院　五
輪橋病院　朝日新聞社　読売新聞社　北
海道新聞社　北海タイムス社

E35 北海道柔道高段者会大会　柔道研修会　十周年記念 S56.9.26-27 札幌市立中央体育館
全日本柔道高段者会　北海道柔道
高段者会
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E35 全北海道柔道高段者会大会　第8回　 S54.9.30 札幌市立中央体育館
全日本柔道高段者会　北海道柔道
高段者会

E35 全北海道柔道高段者会大会　第4回　柔道形全種目演技会　 S50.9.28 砂川市道立砂川北高等学校体育館
全日本柔道高段者会　北海道高段
者会本部

講道館　北海道　北海道教育委員会　北
海道体育協会　北海道柔道連盟　北海道
柔道少年団　北海道柔道道場連盟　砂川
市　砂川市教育委員会　砂川市体育協会
砂川柔道連盟　朝日新聞社　毎日新聞社
読売新聞社　北海道新聞社　北海タイム
ス

E35 全北海道柔道高段者会大会　第3回　柔道形全種目演技会　 S49.9.29 当別町 全日本柔道高段者会

講道館　北海道　北海道教育委員会　北
海道体育協会　北海道柔道連盟　北海道
柔道少年団　当別町　当別町教育委員会
当別町体育協会　当別柔道連盟　朝日新
聞社　毎日新聞社　読売新聞社　北海道
新聞社　北海タイムス社

E35 全北海道柔道場対抗優勝大会　第5回 S49.8.25 室蘭市立体育館 北海道柔道道場連盟　
北海道教育委員会　北海道体育協会　北
海道新聞社　北海タイムス社　北海道柔
道連盟

E35 紋別武徳殿建築落成記念 1966.11.

E35
柳柔会　柳澤道場　創立40周年記念柔道祭祝典
(柳澤師範還暦祝寿)

S51.9.24 札幌パークホテル 柳柔後援会　門人一同

北海道柔道高段者会　中村脳神経外科病
院　丸彦渡辺建設　札幌千秋庵製菓株式
会社　札幌医科大学柔道部　東京小田急
電鉄柔道部　清水鉄建株式会社　札幌北
高等学校OB　北海道自動車短大OB　北
海道工業高等学校OB

E35 東北東西対抗柔道大会　第19回　兼　東北柔道選手権大会 S43.9.15 山形県営体育館
東北柔道連盟　山形県教育委員会
山形市教育委員会

山形県体育協会　山形市体育協会　山形
新聞　ＹＢＣ

E35 東北東西対抗柔道大会　第18回　東北柔道選手権大会 S42.5.14 須賀川市体育館
東北柔道連盟　福島県柔道連盟
[共催]福島県教育委員会

須賀川市　福島県　福島県警察本部　福
島県体育協会　福島テレビ

E35 東北東西対抗柔道大会　第13回　兼　東北柔道選手権大会 S36.9.17 県営体育館 東北柔道連盟　山形県柔道連盟
山形県教育委員会　山形県体育協会　山
形市教育委員会　山形新聞　山形放送

E35 東北六県柔道大会　第12回　東北東西対抗試合　東北選手権試合 S35.7.31 平市競輪場特設試合場 東北柔道連盟　福島県柔道連盟
福島県　平市　福島県教育委員会　平市
教育委員会　福島県体育協会　石城市町
村協議会

E35 東北六県東西対抗大会　第10回　東北六縣柔道選手権大会 S33.8.31 釜石市小佐野野球場特設道場 東北柔道連盟　岩手県柔道会

岩手県　県体育協会　県教育委員会　釜
石市　市体育協会　市教育委員会　釜石
製鉄所　釜石鉱業所　釜石専門店会　河
北新報社　岩手日報社　岩手東海新聞社
ＮＨＫ　ラジオ岩手

E35 東北東西對抗柔道大会　東北柔道選手権大会　第4回 S27.9.14 盛岡市櫻城小学校特設道場
岩手県　盛岡市　岩手県教育委員
会　岩手県柔道会　東北柔道連盟

岩手日報社

E35 東北六縣各縣對抗柔道大會 S24.11.13 福島市新開座 福島県産業復興博覧会福島協賛会
福島市　福島民報社　福島放送局　講道
館　東北柔道連盟　福島県柔道連盟　縣
北柔道連盟　福島柔道倶楽部
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E35 東西対抗柔道試合東軍豫選大会　 S28.7.12 講道館 東京都柔道連盟
北海道柔道連盟　東北柔道連盟　関東柔
道連合会　信越柔道連盟　東海柔道連合
会

E35 東西柔道對抗試合東軍豫選大会 S26.8.19 講道館 東京都柔道連盟
北海道柔道連盟　東北柔道連盟　関東柔
道連合会　信越柔道連盟　東海柔道連合
会

E35
岩手県柔道選手権大会　第2回
並　県下三地区対抗柔道試合プログラム

S42.10.10 釜石製鉄所小川体育館 岩手県柔道協会
岩手県体育協会　釜石市教育委員会　釜
石市体育協会　釜石製鉄所真道会　岩手
日報社　岩手東海新聞社

E35 本荘市由利郡柔道大会　第12回　佐野杯並優勝旗争奪 S36.10.12 本荘市公会堂 佐野躍進堂 本荘市教育委員会　本荘市由利郡柔連

E35 福島民県対抗柔道大会　国学院大学招待 [ ].4.16 福島商業高校体育館 県北柔道会
福島県警察本部　福島県柔道連盟　福島
県教育委員会　福島市　福島民友新聞社

E35 全常磐対研究所柔道大会　福島柔道文化研究所創立四周年記念 1954.4.25 福島市公会堂 福島柔道文化研究所 福島柔道文化研究所後援会

E35 福島縣柔道大會　第2回 福島県柔道連盟　福島県南柔道会 福島民報社　県南柔道後援会

E35 三陸沿岸柔道大会　第10回　講道館長嘉納先生歓迎 S46.9.24 県立宮古水産高等学校体育館
宮古下閉伊柔道振興会　宮古市教
育委員会　宮古柔道協会

宮古市体育協会　宮古警察署　各報道機関

E35 福島県民警対抗柔道大会　第1回 [　].4.13 県体育館(福島市三河町)　 福島県警察本部　福島県柔道連盟 福島県　福島市　福島民友新聞社

E35 東北総合体育大会　柔道競技　第13回 S61.8.30-31 新日鉄釜石製鉄所体育館
日本体育協会　東北各県体育協会
東北各県教育委員会　東北高等学
校体育連盟

岩手県釜石市

E36 全日本視覚障害者柔道大会 

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第1回 S61.11.30 講道館
日本視覚障害者柔道連盟　全日本
柔道連盟　日本身体障害者スポー
ツ協会　日本盲人会連合

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第2回 S62.11.23 講道館
日本視覚障害者柔道連盟　全日本
柔道連盟　日本身体障害者スポー
ツ協会　日本盲人会連合

厚生省　文部省　東京都　全国盲学校長
会　講道館　日本盲人福祉委員会　日本
盲人社会福祉施設協議会　テレビ朝日福
祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第9回 H6.11.6 講道館
日本視覚障害者スポーツ協会　日
本視覚障害者柔道連盟　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第10回 H7.11.5 講道館
日本身体障害者スポーツ協会  日
本視覚障害者柔道連盟  全日本柔
道連盟  日本盲人会連合

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第11回 H8.11.4 講道館
日本身体障害者スポーツ協会  日
本視覚障害者柔道連盟  全日本柔
道連盟  日本盲人会連合
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E36 全日本視覚障害者柔道大会　第11回  報告書 H8.11.4 講道館
日本身体障害者スポーツ協会  日
本視覚障害者柔道連盟  全日本柔
道連盟  日本盲人会連合

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第12回 H9.11.24 講道館
日本身体障害者スポーツ協会  日
本視覚障害者柔道連盟  全日本柔
道連盟  日本盲人会連合

厚生省　文部省　東京都　全国盲学校長
会　講道館　日本盲人福祉委員会　日本
盲人社会福祉施設協議会　テレビ朝日福
祉文化事業団　日本船舶振興会

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第13回 H10.11.22 講道館
日本視覚障害者スポーツ協会　日
本視覚障害者柔道連盟　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生省　文部省　東京都　全国盲学校長
会　講道館　日本盲人福祉委員会　日本
盲人社会福祉施設協議会　テレビ朝日福
祉文化事業団

E36
全日本視覚障害者柔道大会　第14回
天皇陛下御即位10周年記念
全日本柔道連盟創立50周年記念

H11.11.7 講道館
日本視覚障害者スポーツ協会　日
本視覚障害者柔道連盟　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生省　文部省　東京都　全国盲学校長
会　講道館　日本盲人福祉委員会　日本
盲人社会福祉施設協議会　テレビ朝日福
祉文化事業団　JBS日本福祉放送

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第15回　 H12.11.5 講道館
日本視覚障害者スポーツ協会　日
本視覚障害者柔道連盟　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生省　文部省　東京都　全国盲学校長
会　講道館　日本盲人福祉委員会　日本
盲人社会福祉施設協議会　テレビ朝日福
祉文化事業団　JBS日本福祉放送

E36
全日本視覚障害者柔道大会　第16回
（及び参加賞としてキーホルダー）

H13.11.4 講道館
日本視覚障害者柔道連盟　日本視
覚障害者スポーツ協会　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生労働省　文部科学省　東京都　全国
盲学校長会　講道館　日本盲人福祉委員
会　日本盲人社会福祉施設協議会　テレ
ビ朝日福祉文化事業団　JBS日本福祉放
送

E36
全日本視覚障害者柔道大会　第18回
並びにアテネパラリンピック
出場候補選手選考大会（プログラム）

H15.11.2 講道館
日本視覚障害者柔道連盟　日本視
覚障害者スポーツ協会　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生労働省　東京都　全国盲学校長会
講道館　日本盲人福祉委員会　日本盲人
社会福祉施設協議会　テレビ朝日福祉文
化事業団　JBS日本福祉放送

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第19回 H16.11.7 講道館
日本視覚障害者柔道連盟　日本視
覚障害者スポーツ協会　全日本柔
道連盟　日本盲人会連合

厚生労働省　東京都　全国盲学校長会
講道館　日本盲人福祉委員会　日本盲人
社会福祉施設協議会　テレビ朝日福祉文
化事業団　JBS日本福祉放送

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第21回 H19.1.21 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

厚生労働省　東京都　全国盲学校長会
全日本柔道連盟　講道館　日本障害者ス
ポーツ協会　日本盲人会連合　日本盲人
福祉委員会　日本盲人社会福祉施設協議
会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第21回　報告書 H19.1.21 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

厚生労働省　東京都　全国盲学校長会
全日本柔道連盟　講道館　日本障害者ス
ポーツ協会　日本盲人会連合　日本盲人
福祉委員会　日本盲人社会福祉施設協議
会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第23回  H20.11.24 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　
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E36 全日本視覚障害者柔道大会  第23回  報告書 H20.11.24 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第24回  H21.11.29 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第24回  報告書 H21.11.29 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第25回 H22.11.7 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第25回 　報告書 H22.11.7 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第26回 　 H23.11.27 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第27回 　 H24.11.25 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第28回 H25.11.24 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

E36 全日本視覚障害者柔道大会  第28回 　報告書 H25.11.24 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第29回 H26.11.24 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第30回 H27.11.22 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第30回　報告書 H27.11.22 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第31回 H28.11.27 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第31回　報告書 H28.11.27 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第32回 H29.11.26 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第33回 H30.12.23 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団
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E36 全日本視覚障害者柔道大会　第34回 R1.12.8 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全日本視覚障害者柔道大会　第36回 R3.11.28 講道館 日本視覚障害者柔道連盟

スポーツ庁　厚生労働省　東京都　全国盲
学校長会　全日本柔道連盟　講道館　日
本障がい者スポーツ協会　日本盲人会連
合　日本盲人会連合スポーツ協議会　日
本盲人福祉委員会　日本盲人社会福祉施
設協議会　テレビ朝日福祉文化事業団

E36 全国視覚障害者学生柔道大会　第4回 H23.7.29-30 岡山武道館 日本視覚障害者柔道連盟　

E36 ロンドンパラリンピック柔道競技日本代表候補選手選考大会 H24.5.27 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　
全日本柔道連盟  講道館  東京都柔道連
盟

E36 アジアパラゲームズIBSA世界選手権日本代表候補選手選考大会 H30.6.17 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　 全日本柔道連盟　講道館

E36 東京国際視覚障害者柔道選手権大会2019 H31.3.10 講道館 日本視覚障害者柔道連盟　
スポーツ庁　厚生労働省　全国盲学校長
会　全日本柔道連盟　講道館　日本盲人
会連合

E37 世界柔道選手権大会

E37 世界柔道選手権大会  第1回  国際親善柔道大会 S31.5.3 蔵前国技館
国際柔道連盟  全日本柔道連盟
講道館  朝日新聞社

E37 世界柔道選手権大会  第2回  /  国際柔道親善大会 1958.11.30 / 12.1 東京体育館  /  講道館
国際柔道連盟  全日本柔道連盟  講道館
朝日新聞社

E37 世界柔道選手権大会  第2回  国際親善柔道大会 S33.11.30 東京体育館
国際柔道連盟  全日本柔道連盟
講道館  朝日新聞社

E37 3rd Programme du Championnat du Monde de Judo 1961.12.2-3
Stade Pierre-de-
Coubertin, Paris(France)

E37 4th Campeonato Mundial De Judo 1965.10.14-17 (ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)

E37 5th World Judo Championship 1967.9-12 Salt Lake City,Utah(USA)

E37 World Champinc[i]p of Judo 1971 （対戦表） 1971

E37 Resultats  Championnats du Monde 73 1973.6.22-24
Pavillon des sports Beaulieu,
Lausanne

E37 WK Judo Maastrichit 1981  (第12回世界柔道選手権大会) 1981.9.3-6 Maastrichit(Nederland)
International Judo Federation,
Judo Bond Nederland

E37 World Judo Championships Moscow 1983  (Results) 1983.10.12-16 Palace of Sports, Moscow(USSR)

E37 The 14th world judo championships for MEN 1983.9.26-29 Chamsil Indoor Gymnasium, Seoul Korea Judo Association International Judo Federation

E37 The 14th world judo championships for MEN  REPORT 1985.9.26-29 Chamsil Indoor Gymnasium, Seoul Korea Judo Association International Judo Federation

E37 1987 World Judo Championships Essen, West Germany 1987.11.19-22   International Judo Federation
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E37 1989 World Judo Championships Beograd, Yugoslavia 1989.10/10-15 Pionir Sports Hall Dzudo Saveza Yugoslavija International Judo Federation

E37 1993 World judo championships Hamilton, Canada 1993.9.30-10.3 Copps Coliseum, Hamilton Judo Canada International Judo Federation, Konica

E37 世界柔道選手権大会  1995 1995.9.28-10.1 幕張イベントホール 国際柔道連盟
外務省  文部省  日本体育協会  日本オリ
ンピック委員会  講道館  テレビ朝日  朝日
新聞社

E37 World Judo Championships 1999,Birmingham 1999.10.7-10 Birmingham(UK) British Judo Association International Judo Federation, Hyundai

E37 World  Judo Championships 2001 Munich Program Guide 2001.7.26-29 Olympic hall, Munich IJF, DJB

E37 2003年世界柔道選手権大会　2003 World Judo Championships 2003.9.11-14 大阪城ホール 国際柔道連盟
外務省　文部科学省　日本体育協会　日
本オリンピック委員会　講道館　フジテレビ
ジョン　産経新聞社

E37
2003年世界柔道国別団体トーナメント
2003 International Judo Tournament by Team of Nations

2003.9.15 大阪城ホール 全日本柔道連盟
国際柔道連盟　外務省　文部科学省　大
阪市　日本体育協会　日本オリンピック委
員会　講道館　フジテレビジョン　産経新聞

E37
世界柔道選手権  2010  東京大会
World Judo Championships 2010 Tokyo  /
男子  第27回 ・ 女子  第17回

2010.9.9-13 国立代々木競技場　第一体育館 国際柔道連盟

外務省　文部科学省　観光庁　日本ス
ポーツ振興センター　日本体育協会　日本
オリンピック委員会　講道館　フジテレビ
ジョン　産経新聞社

E37
世界柔道選手権  2019  東京大会
World Judo Championships 2019 Tokyo  /
男子  第34回 ・ 女子  第24回

2019.8.25-9.1 日本武道館 国際柔道連盟
外務省  スポーツ庁　観光庁　日本スポー
ツ協会　日本オリンピック委員会　日本武
道館　フジテレビジョン　産経新聞社

E37 First Women's World Judo Championships 1980.11.29-30
Madison Square Garden Felt
Forum, New York City

E37 第3回　世界女子柔道選手権大会　日本選手団記録 1984.11.3-13 ウィーン・シュタットハーレ体育館

E37 第4回　世界女子柔道選手権大会　日本選手団記録 1986.10.18-30 マーストリヒト

E37 第5回　世界女子柔道選手権大会　日本選手団記録 1987.11.19-22 エッセン・グルーガーホール

E37 Judo World-Championships by Team of Nations 2002 2002.8.31-9.1 Basel IJF

E37 Campionati Mondiali Judo Kata Pordenone 2012 2012.9.20-23 Pordenone IJF

E37 第1回　世界柔道選手権　　THE WORLD JUDO CHAMPIONSHIPS 1956.5.3 東京蔵前国技館 朝日新聞社

E38 アジア大会

E38 アジア競技大会  第3回 1958.5.24-6.1

E38 アジア競技大会  第3回  柔道 1958.5.24-6.1 講道館

E38 アジア競技大会  第3回  エクシビジョンプログラム 1958.5.24-6.1
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E38 First Asian Judo Championship 1966.5.28-29
Rizal Memorial Coliseum,
 Manila(Philippines)

E38 2nd Asian Judo Championship Hand Book 1970.5. 高雄市(中華民国)

E38 3rd Asian Judo Championships 1974.10.30-11.4 奨忠体育館Seoul(Korea)

E38 1988Asian Judo Championship　Men&Women 1988.7.19-22 Damascus(Syria)
Syrian Arab Republic General
Sports Union

E38 1993 Asian Judo Championships 1993.11.13-14 澳門綜藝館（China） Macau Judo Association Judo Union of Asia(JUA)

E38 1996 Asian Judo Championships 1996.11.9-10 Phan Dinh Phung Indoor Stadium(Ho Chi Minh, Vietnam)Vietnam Judo Association Judo Union of Asia(JUA)

E38 1997 Asian Judo Championships 1997.11.22-23 Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Sports Complex(Manila, Philipines)Philippine Amateur Judo AssociationJudo Union of Asia(JUA)

E38
2000年アジア柔道選手権大会
シドニーオリンピックアジア柔道最終予選
　（ステッカーあり）

2000.5.26-28 大阪市中央体育館
アジア柔道連盟　（共催：大阪市
大阪市教育委員会）

外務省　文部省　日本体育協会　日本オリ
ンピック委員会　大阪府　大阪府教育委員
会　朝日放送　朝日新聞社　講道館

E38 2000 Asian Judo Championships RESULTS JUA, AJJF, Osaka Judo Federation

E38 Asian Judo Championships  Ulaanbaatar, Mongolia 2001 2001.4.14-15
National Wrestling Hall,
Ulaanbaatar(Mongolia)

Judo Union of Asia
The Government of Mongolia, The Mayor
of Ulaanbaatar city

E38 2003　Jeju Asian Judo Championships 2003.10.31-11.1 Halla Gymnasium,Jeju,Korea Judo Union of Asia Korea Judo Association

E38 Asian Games Djakarta 1962 1962.8.24-9.4

E38 10th Asian Games 1986.9.20-10.5

E38
アジア女子柔道選手権大会  第2回  /
太平洋招待柔道選手権大会  第4回

1985.3.23-24　/  1985.6.15-16講道館 全日本柔道連盟

E38 The 4th Asian Junior Judo Championships 2003 Macau 2003.11.22-23 M.P.I.Multisport Pavilion Judo Union of Asia Macau Judo Association

E38 The 7th Asian Junior Judo Championships 2006 Korea 2006.5.13-14 Halla Gymnasium,Jeju,Korea Judo Union of Asia Korea Judo Association

E38 11th Pacific Rim Judo Championships -Official Result 1999.7.17-18 Stadium of  N.C.P.E.S

E38
Judo Union of Asia Seminars cum South East Asia Judo
Championships '99

1999.9.7-13 Singapore Judo Federation

E38 The 14th Busan Asian Games 2002.9.29-10.14

E38 Macau International Judo Tournament 2006 2006.3.25-26 澳門（Macau) Macau Judo Association Macau Sports Development Board

E38 The 1st Phnom Penh Sea Judo Championship 2006 2006.9.2-3 Cambodia South East Asia Judo Federation

E38 1st Malaysian Invitational Judo Championship 1991 1991.10.12-13 Stadium Negara,Kuala Lumpur Malaysia Judo Association

E38 Jigoro Kano Memorial Judo Championship,Penang2016 2016.123-4 Bayan Baru,Penang(Malaysia) Malaysia Judo Federation
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E38 第12回アジア競技大会広島1994 1994.10.2-16 広島市を中心とする県内各地 広島アジア競技大会組織委員会

E38 SEA AGMES 22 VIETNAM 2003 2003. ベトナム

E39 ミキハウスカップ

E39
ワールドカップ女子柔道団体トーナメント  1997年
ミキハウスカップ 第6回

1997.1.19 大阪府立体育会館 国際柔道連盟

外務省  文部省  大阪府  大阪市  大阪府
教育委員会  大阪市教育委員会  大阪二
十一世紀協会  講道館  近畿柔道連盟
朝日放送  朝日新聞社  日刊スポーツ新
聞社

E39 大阪国際女子柔道国別団体トーナメント  ミキハウスカップ  第5回 1995.1.22 大阪府立体育会館 全日本柔道連盟

外務省  文部省  大阪府  大阪市  大阪府
教育委員会  大阪市教育委員会  講道館
近畿柔道連盟  朝日放送  朝日新聞社
日刊スポーツ新聞社

E39 ミキハウス大阪国際女子柔道クラブカップトーナメント　第1回 1990.9.9 大阪府立体育館 全日本柔道連盟

文部省　外務省　大阪府　大阪市　大阪府
教育委員会　大阪市教育委員会　講道館
国際花と緑の博覧会協会　近畿柔道連盟
朝日放送　朝日新聞社　日刊スポーツ

E40 国際大会（日本）

E40 日本国際柔道大会 1981.11.14-15 国立代々木競技場第1体育館 全日本柔道連盟  講道館
外務省  文部省  日本体育協会  日本テレ
ビ放送網

E40 日本国際柔道大会'81  組合せ表 1981.11.14-15

E40
日本国際柔道大会
JAPAN INTERNATIONAL JUDO TOURNAMENT 2002
（AJJFホームページから出力した結果表あり）

2002.1.12-13 日本武道館 全日本柔道連盟　講道館
外務省　文部科学省　日本体育協会　日
本オリンピック委員会　日本武道館　NHK
読売新聞社

E40 正力松太郎杯 国際学生柔道大会  第1回 1983.1.5-6 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

外務省  文部省  東京都教育委員会  全
日本柔道連盟  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯 国際学生柔道大会  第2回 1984.1.7-8 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

外務省  文部省  東京都教育委員会  全
日本柔道連盟  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯 国際学生柔道大会  第3回 1985.1.12-13 日本武道館
全日本学生柔道連盟  読売新聞社
日本テレビ放送網

外務省  文部省  東京都教育委員会  全
日本柔道連盟  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第4回 1986.1-11-12 日本武道館
全日本学生柔道連盟　読売新聞社
日本テレビ放送網

外務省　文部省　東京都教育委員会　日
本武道館　報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第8回 1990.1.12-13 日本武道館 全日本柔道連盟
外務省  文部省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第8回　CONTEST RESULTS 1990.1.12-13 日本武道館 全日本柔道連盟

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第9回 1991.1.11-12 青山学院記念館 全日本柔道連盟
文部省  外務省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第9回　CONTEST RESULTS 1991.1.11-12 日本武道館 全日本柔道連盟

E40 正力松太郎杯  国際学生柔道大会  第10回 1992.1.11-12 日本武道館 全日本柔道連盟
文部省  外務省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社
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E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第11回 1994.1.8-9 日本武道館 全日本柔道連盟
文部省  外務省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会　第11回　CONTEST RESULTS 1994.1.8-9 日本武道館

E40 正力松太郎杯  国際学生柔道大会  第12回 1996.1.13-14 日本武道館 全日本柔道連盟
文部省  外務省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社

E40 正力松太郎杯　国際学生柔道大会  第13回 1998.1.10-11 日本武道館 全日本柔道連盟
文部省  外務省  東京都教育委員会  講
道館  日本武道館  報知新聞社

E40
世界大学柔道選手権大会 1984年 代表選手選考会
(兼 神戸ユニバーシアード強化選手候補選考会)

S59.10.6 講道館 全日本柔道連盟 講道館

E40 国際高校柔道選手権大会  第1回 1985.5.3 代々木第1体育館
日本体育協会  日本オリンピック委
員会  フジテレビジョン  サンケイ新
聞社  ニッポン放送

E40 国際高校柔道選手権大会 第1回 試合記録 1985.5.3

E40 国際高校柔道選手権大会  第2回 1986.5.3 代々木第2体育館
日本体育協会  日本オリンピック委
員会  フジテレビジョン  サンケイ新
聞社  ニッポン放送

E40 柔道国際試合  太平洋招待柔道選手権大会  第2回 1981.2.14-15 愛知県体育館
太平洋柔道運営委員会  全日本柔
道連盟  愛知県柔道連盟  中日新
聞社

講道館  愛知県  名古屋市  東海テレビ放
送  愛知県教育委員会  名古屋市教育委
員会

E40 太平洋招待柔道選手権大会  第4回 1985.6.15-16 講道館
太平洋柔道実行委員会  全日本柔
道連盟

講道館  朝日新聞社

E40 太平洋招待柔道選手権大会 第4回  組合せ表 1985.6.15-16

E40 2nd Annual Pacific Air Forces Judo Championships 1960.3.17-20 Kodokan Judo Institute

E40 東京国際スポーツ大会  柔道大会 1963.10.12-13 日本大学講堂
日本体育協会  オリンピック東京大
会組織委員会  日本放送協会  全
日本柔道連盟

E40 東京国際スポーツ大会  日程表 1963.10.11-16

E40
世界マスターズ柔道大会 第5回　/
The 5th World Masters Judo Championships（要項あり）

2003.6.23-28 講道館 世界マスターズ柔道協会
講道館　全日本柔道連盟　文部科学省
外務省　厚生労働省　総務省　東京都

E40 2003 WORLD JUDO CHAMPIONSHIP OSAKA 2003.9.25-28
Osaka Municipal Central
Gymnasium,Main Arena

International Judo Federation

E40
2008年世界柔道団体選手権大会/
2008 World Judo Teams Championships

2008.10.5 東京武道館 国際柔道連盟

文部科学省 外務省 東京都 財団法人日
本体育協会 財団法人日本オリンピック委
員会 特定非営利活動法人東京オリンピッ
ク･パラリンピック招致委員会 財団法人講
道館 株式会社フジテレビジョン 産経新聞
社

E40
2008年世界柔道団体選手権大会/
2008 World Judo Teams Championships 公式全記録

2008.10.5 東京武道館 国際柔道連盟

文部科学省 外務省 東京都 財団法人日
本体育協会 財団法人日本オリンピック委
員会 特定非営利活動法人東京オリンピッ
ク･パラリンピック招致委員会 財団法人講
道館 株式会社フジテレビジョン 産経新聞
社
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E40 1985  神戸ユニバーシアード / UNIVERSIADE KOBE '85 1985.8.24-9.4 神戸市

E40 International Judo Contest for the Visually Handicapped in Tokyo 1991.9.17 講道館

E40
The 3rd East Asian Games in Osaka＝
第3回 東アジア競技大会 大阪大会  柔道競技

2001.5.24-27 東アジア競技大会連合

E40 1993 Shanghai 1st East Asian Games / Competition Program, Judo 1993.5.14-17 Shanghai, Jiading Gymnasium
Shanghai 1st East Asian Games
Organising Committee

E40 1993 Shanghai 1st East Asian Games / Competition Guide, Judo 1993.5.14-17 Shanghai, Jiading Gymnasium
Shanghai 1st East Asian Games
Organising Committee

E40 1993 Shanghai 1st East Asian Games / Technical Handbook, Judo 1993.5.14-17 Shanghai, Jiading Gymnasium
Shanghai 1st East Asian Games
Organising Committee

E40 福岡国際中学生柔道大会  第8回  サニックス旗 2010.12.26 グローバルアリーナ
九州柔道協会　サニックススポーツ
振興財団　西日本新聞社

全日本柔道連盟　福岡県　福岡県教育委
員会　福岡県体育協会　青少年アンビシャ
ス運動推進本部　宗像市　宗像市教育委
員会　宗像市体育協会　認定NPO法人柔
道教育ソリダリティー

E40 福岡国際中学生柔道大会  第9回  サニックス旗 2011.12.26 グローバルアリーナ
九州柔道協会　サニックススポーツ
振興財団　西日本新聞社

全日本柔道連盟　福岡県　福岡県教育委
員会　福岡県体育協会　青少年アンビシャ
ス運動推進本部　宗像市　宗像市教育委
員会　宗像市体育協会　認定NPO法人柔
道教育ソリダリティー

E41 国際親善大会（於日本）

E41
世界柔道選手権 第1回 出場外国選手招待
国際親善柔道九州大会

1956.5.11 福岡スポーツセンター 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞西部本社

E41 国際親善柔道大会  北九州市発足記念 1963.10.17 八幡製鉄所体育館

E41
国際親善柔道天理大会  オリンピック候補選手参加
(日・韓・中・米・英・伊・仏・独・瑞)

1963.10.14 天理大学体育館
奈良県柔道連盟  天理大学  日本
放送協会

全日本柔道連盟  全日本学生柔道連盟
奈良県  奈良県教育委員会  天理市  天
理市教育委員会  天理柔道順正会

E41 日仏文化協定成立記念  柔道大会 S28.11.7 講道館 講道館
外務省  仏国大使館  日仏学院  全日本
柔道連盟

E41 日仏ソ三国対抗  国際親善柔道大会 1977.11.15 日本武道館 日本武道館
講道館  全柔連  ＮＨＫ  外務省  文部省
ソ連大使館  仏国大使館

E41 日本・フランス・ソ連 三国対抗  国際親善柔道大会 S52.11.23 福岡市民体育館 九州柔道協会  西日本新聞社
全日本柔道連盟  日本武道館  福岡県
福岡市  福岡県教育委員会  福岡市教育
委員会

E41 日独柔道交流 1985.7.10-8.5

E41 日独友好交流 1986.7.27-8.14

E41
西ドイツ 日本 対抗  柔道大会  東京大会
並びに東京都東西対抗紅白試合

S45.9.18 日本武道館 全日本柔道連盟 朝日新聞社  日本武道館

E41 全日本・西独国際親善柔道大会  札幌大会 S45.9.21 道立中島スポーツセンター 全日本柔道連盟
北海道  札幌市  北海道教育委員会  札
幌市教育委員会  北海道新聞社
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E41 東独 東京 対抗  柔道親善試合 S49.11.16 講道館 全日本柔道連盟 講道館

E41 日独親善高校柔道大会　西独対山口県選抜/西独対日本　 S61.8.3-4 徳山市
全日本柔道連盟全国高等学校体
育連盟（柔道部）

E41 国際親善日米対抗柔道関西大会 1955.9.10 大阪府立体育会館

E41 国際親善日米対抗柔道東京大会 S39.9.17 講道館

E41 国際親善日米對抗柔道福岡大会 S30.9.9 福岡県警察体育館 全日本学生柔道連盟
全日本柔道連盟　九州柔道協会　毎日新
聞社

E41 国際親善日米対抗柔道大会 1955.9. 全日本学生柔道連盟 全日本柔道連盟  毎日新聞社

E41 日米親善歓迎柔道天理大会 1955.9.12 天理大学体育館 全日本学生柔道連盟
奈良県  奈良県教育委員会  奈良県柔道
協会  毎日新聞社

E41 ハンガリー対全群馬親善柔道大会 S48.8.5 前橋市 県武道館 群馬県柔道連盟 群馬県体育協会  上毛新聞社

E41 ポーランド 東京 対抗柔道親善試合 1975.12.4 講道館 全日本柔道連盟

E41 日・ソ親善柔道大会 1967.6.9 大阪 中央体育館 全日本柔道連盟 毎日新聞社

E41 日・ソ対抗柔道九州大会 1967.6.11 福岡スポーツセンター 全日本柔道連盟  西日本新聞社
福岡県教育委員会  福岡市教育委員会
福岡スポーツセンター

E41 日・ソ親善柔道大会 東京大会  並に東京都東西選抜対抗紅白試合 S42.6.13 日本武道館 全日本柔道連盟 講道館  朝日新聞社  日本武道館

E41 日ソ対抗柔道大会 S45.6.25 講道館 全日本柔道連盟 講道館

E41 日米高等学校柔道親善東京大会  第4回 1970.8.19 講道館
東京都高等学校体育連盟  関東高
等学校体育連盟  東京都柔道連盟

関東柔道連合会  講道館

E41 日米高校柔道親善大会 S45.8.1-21
和歌山 京都 岡山 福岡 名古屋 金
沢 宇都宮 東京

全国高等学校体育連盟  全日本柔
道連盟

E41 日米高校柔道親善大会 第4回  報告書 1970.. 全国高等学校体育連盟柔道部

E41 日米高校柔道親善大会 S50.7.31-8.21
東京 山形 仙台 盛岡 弘前 函館
札幌

全国高等学校体育連盟  全日本柔
道連盟

E41 日米高校柔道親善大会 第6回  報告書 1975.. 全国高等学校体育連盟柔道部

E41 日米親善少年柔道大会 S46.8.19 埼玉県行田産業文化会館
埼玉県行田市体育協会  埼玉県柔
道連盟  南加講道館柔道有段者会

E41
仙台国際女子柔道選抜大会  河北新報創刊95周年・
東北放送開局40周年記念

1992.1.22 仙台市体育館

全日本柔道連盟  河北新報社  宮
城県  宮城県教育委員会  仙台市
仙台市教育委員会  東北電力  東
北放送  仙台市スポーツ振興事業
団

講道館  東北柔道連盟  宮城県国際交流
協会  未来の東北博覧会記念国際交流基
金  東北学生柔道連盟  東北高等学校体
育連盟  日刊スポーツ新聞社  NHK仙台
放送局  仙台放送  宮城テレビ放送  東日
本放送  エフエム仙台
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E41 仙台国際女子柔道選抜大会　第2回 1994.1.26 仙台市体育館

全日本柔道連盟　仙台国際女子柔
道選抜大会実行委員会　河北新報
社　宮城県　宮城県教育委員会
仙台市　仙台市教育委員会　仙台
市スポーツ振興事業団　東北放送
東北電力

講道館　東北柔道連盟　宮城県国際交流
協会　未来の東北博覧買記念国際交流基
金　東北学生柔道連盟　日刊スポーツ新
聞社　NHK仙台放送局　仙台放送　宮城テ
レビ放送　東日本放送　エフエム仙台

E41 浜田国際親善女子柔道大会  島根県立石見武道館竣工記念 1997.1.22 島根県立石見武道館  (浜田市東公園)
島根県  島根県教育委員会  浜田
市  浜田市教育委員会  全日本柔
道連盟

講道館  島根県体育協会  浜田市体育協
会  浜田市観光協会  浜田商工会議所
浜田ライオンズクラブ  浜田ロータリークラ
ブ  浜田青年会議所  島根県整骨師会
NHK松江放送局  山陰中央新報社  山陰
放送  日本海テレビ  山陰中央テレビ放送

E41 愛媛国際親善女子柔道大会　愛媛県武道館開館記念 2003.12.17 愛媛県武道館
愛媛県　愛媛県教育委員会　全日
本柔道連盟　自治総合センター

RKB毎日放送

E41
媛の国柔道フェスティバル　「姫の国」国際女子柔道大会
＆「媛の国」ふれあい柔道教室

2005.12.13-14 愛媛県武道館
愛媛県　愛媛県教育委員会　全日
本柔道連盟　自治総合センター

RKB毎日放送

E41 三船十段杯久慈国際親善柔道大会　第2回 1992.12.2 三船十段記念館
全日本柔道連盟　岩手県柔道連盟
久慈市

講道館　岩手県　岩手県教育委員会　岩
手県体育協会　久慈市体育協会　岩手日
報社　NHK岩手放送　テレビ岩手　岩手め
んこいテレビ　朝日新聞盛岡支局　読売新
聞盛岡支局　デーリー東北新聞社

E41 三船十段杯久慈国際親善柔道大会  第3回 1994.11.30 三船十段記念館
全日本柔道連盟  岩手県柔道連盟
久慈市

講道館  岩手県  岩手県教育委員会  岩
手県体育協会  久慈市体育協会  岩手日
報社  NHK盛岡放送局  岩手放送  テレビ
岩手  岩手めんこいテレビ  朝日新聞盛岡
支局  読売新聞盛岡支局  デーリー東北
新聞社

E41 三船十段杯久慈国際親善柔道大会  第4回 1995.11.26 三船十段記念館
全日本柔道連盟  岩手県柔道連盟
久慈市

講道館  岩手県  岩手県教育委員会  岩
手県体育協会  久慈市体育協会  岩手日
報社  NHK盛岡放送局  岩手放送  テレビ
岩手  岩手めんこいテレビ  岩手朝日テレ
ビ  朝日新聞社盛岡支局  読売新聞社盛
岡支局  毎日新聞社盛岡支局  デーリー
東北新聞社

E41 三船十段杯久慈国際親善柔道大会　第5回 1999.1.12 三船十段記念館
全日本柔道連盟　岩手県柔道連盟
久慈市

講道館　岩手県　岩手県教育委員会　岩
手県体育協会　久慈市体育協会　岩手日
報社　NHK盛岡放送局　IBC岩手放送　テ
レビ岩手　岩手めんこいテレビ　岩手朝日
テレビ　朝日新聞盛岡支局　読売新聞盛
岡支局　毎日新聞社盛岡支局　デーリー
東北新聞社　ベースボール･マガジン社
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E41 三船十段杯久慈国際親善女子柔道大会  第6回 2000.12.12 三船十段記念館
全日本柔道連盟  岩手県柔道連盟
久慈市

講道館　岩手県　岩手県教育委員会　岩
手県体育協会　久慈市体育協会　岩手日
報社　NHK盛岡放送局　IBC岩手放送　テ
レビ岩手　岩手めんこいテレビ　岩手朝日
テレビ　朝日新聞盛岡支局　読売新聞盛
岡支局　毎日新聞社盛岡支局　デーリー
東北新聞社　ベースボール･マガジン社

E41 三船十段杯久慈国際親善女子柔道大会  第7回 2002.12.10 三船十段記念館
全日本柔道連盟  岩手県柔道連盟
久慈市

講道館  岩手県  岩手県教育委員会  岩
手県体育協会  久慈市体育協会  岩手日
報社  NHK盛岡放送局  テレビ岩手  IBC
岩手放送  岩手めんこいテレビ  岩手朝日
テレビ  朝日新聞社盛岡支局  読売新聞
社盛岡支局  毎日新聞社盛岡支局  デー
リー東北新聞社  ベースボールマガジン社

E41
大阪国際親善柔道大会　平成12年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2000

2000.11.26 堺市立大浜体育館
N.P.O.法人大阪国際柔道友好会
(KIWI CULB OSAKA)

E41
大阪国際親善柔道大会　平成13年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2001

2001.11.25 大阪市立修道館
N.P.O.法人大阪国際柔道友好会
(KIWI CULB OSAKA)

大阪府　大阪市　堺市　大阪府教育委員
会　大阪市教育委員会　堺市教育委員会
講道館　全日本柔道連盟　全日本実業柔
道連盟　西日本実業柔道連盟　大阪府柔
道連盟　講道館大阪国際柔道センター
大阪府柔道整復師　ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｱｽﾚﾁｯｸ･ﾄﾚｰ
ﾅｰズ協会　他15団体

E41
大阪国際親善柔道大会　平成14年度
第10回記念大阪国際親善ジュニア柔道大会

2002.11.24 堺市立大浜体育館
N.P.O.法人大阪国際柔道友好会
(KIWI CULB OSAKA)　（財）堺市教
育スポーツ振興事業団

大阪府　大阪市　堺市　大阪府教育委員
会　大阪市教育委員会　堺市教育委員会
講道館　全日本柔道連盟　全日本実業柔
道連盟　西日本実業柔道連盟　大阪府柔
道連盟　講道館大阪国際柔道センター
大阪府柔道整復師会　他22団体

E41
大阪国際親善柔道大会　平成15年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2003

2003.11.24 大阪府柔道整復師会会館5Fホール
N.P.O.法人大阪国際柔道友好会
(KIWI CULB OSAKA)

大阪府　大阪市　堺市　大阪府教育委員
会　大阪市教育委員会　堺市教育委員会
講道館　大阪国際柔道センター　全日本
柔道連盟　全日本実業柔道連盟　西日本
実業柔道連盟　大阪府柔道連盟　大阪府
柔道整復師会　他22団体

183 / 194 ページ



E41
大阪国際親善柔道大会　平成17年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2005

2005.11.20 大阪市立修道館
N.P.O.法人大阪国際柔道友好会
（KIWI CULB OSAKA）

大阪府　大阪市　大阪府教育委員会　大
阪市教育委員会　講道館　大阪国際柔道
センター　全日本柔道連盟　全日本実業
柔道連盟　西日本実業柔道連盟　大阪府
柔道連盟　大阪府柔道整復師会　ニュー
ジーランド大使館　ブラジル大使館　在大
阪ロシア連邦総領事館　在大阪神戸アメリ
カ合衆国総領事館　在大阪オーストラリア
総領事館　在大阪神戸フランス総領事館
キューバ共和国大使館　中華人民共和国
駐大阪総領事館　在大阪カナダ総領事館
在大阪デンマーク王国名誉領事館　在大
阪モンゴル名誉領事館　在日本大韓体育
会　日本スポーツ整復療法学会関西支部
ジャパン・アスレチック･トレーナーズ協会
在日本朝鮮人大阪府体育協会　堺市教育
スポーツ振興事業団　J・A・T・A・C近畿支
部　府民スポーツ・レクリエーションフェス
ティバル組織委員会　大阪21世紀協会
大阪府柔道整復師会協同組合

E41
大阪国際親善柔道大会  平成19年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2007

2007.11.25 大阪市立修道館
N,P.O.法人大阪国際柔道友好会
（KIWI CULB OSAKA)

大阪府   大阪市  大阪府教育委員会  大
阪市教育委員会  講道館  大阪国際柔道
センター  全日本柔道連盟  全日本実業柔
道連盟  西日本実業柔道連盟  大阪府柔
道連盟  大阪府柔道整復師会  ニュー
ジーランド大使館  ブラジル大使館  在大
阪ロシア連邦総領事館  在大阪神戸アメリ
カ合衆国総領事館  在大阪オーストラリア
総領事館  在大阪神戸フランス総領事館
キューバ共和国大使館  中華人民共和国
駐大阪総領事館  在大阪カナダ総領事館
在大阪デンマーク王国名誉領事館  在大
阪モンゴル名誉領事館  在日本大韓体育
会  在日本朝鮮人大阪府体育協会  N。
P.O.法人ジャパン･アスレチック･トレーナー
ズ協会  J・A・T・A・C近畿支部  堺市教育
スポーツ振興事業団  日本スポーツ整復
療法学会関西支部  大阪21世紀協会  府
民スポーツ・レクリエーションフェスティバ
ル組織委員会
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E41
大坂国際親善柔道大会  平成20年度
Osaka International Goodwill Judo Tournament 2008

2008.11.23 堺市立大浜体育館
N.P.O.法人大坂国際柔道友好会
（KIWI OLUB OSAKA)  堺市教育ス
ポーツ振興事業団

大阪府   堺市  大阪市  大阪府教育委員
会  大阪市教育委員会  堺市教育委員会
講道館  大阪国際柔道センター  全日本柔
道連盟  全日本実業柔道連盟  西日本実
業柔道連盟  大阪府柔道連盟  大阪府柔
道整復師会  ニュージーランド大使館  ブ
ラジル大使館  在大阪ロシア連邦総領事
館  在大阪神戸アメリカ合衆国総領事館
在大阪オーストラリア総領事館  在大阪神
戸フランス総領事館  キューバ共和国大使
館  中華人民共和国駐大阪総領事館  在
大阪カナダ総領事館  在大阪デンマーク
王国名誉領事館  在大阪モンゴル名誉領
事館  ナイジェリア大使館  在日本大韓体
育会  J・A・T・A・C近畿支部  在日本朝鮮
人大阪府体育協会  N。P.O.法人ジャパン･
アスレチック･トレーナーズ協会   日本ス
ポーツ整復療法学会関西支部  堺商工会
議所  堺観光コンベンション協会  堺体育
協会  堺柔道協会

E41 2008ジュニアスポーツアジア交流大会 2008.8.30-31 東京武道館 大武道場
東京都  東京都バドミントン協会
東京都柔道連盟

E41 2009ジュニアスポーツアジア交流大会 2009.8.29-30 東京武道館 大武道場
東京都  東京都スポーツ文化事業
団  東京都バドミントン協会  東京
都柔道連盟

E41 2013ジュニアスポーツアジア交流大会 2013.8.31-9.1 東京武道館
東京都  東京都スポーツ文化事業
団  東京都柔道連盟　東京都バドミ
ントン協会

世田谷区　世田谷区教育委員会　足立区
足立区教育委員会　東京都体育協会　東
京都高等学校体育連盟　東京都中学校体
育連盟　東京2020オリンピック・パラリン
ピック招致委員会　スポーツ祭東京2013
実行委員会　読売新聞社

E41 アンゾル・キクナーゼ杯国際親善柔道大会 1979.6.24 東海大学武道館

E42 全米柔道選手権大会

E42 National AAU Judo Tournament 1953.5.8-9 San Jose State College Gym

E42 Second National Judo Championships 1954.5.8-9 Kezar Pavilion, San Francisco

E42 Third National AAU Judo Championships 1955.5.28-29 Olympic Auditorium, Los Angeles

E42 4th United States National Judo Championships 1956.8.18-19 Seattle Universuty Gymnasium

E42 5th U.S. National Judo Championships 1957.4.13-14 Civic Auditorium, Honolulu

E42 6th National AAU Judo Championships 1958.4.12-13 University of Chicago Fieldhouse

E42 Seventh National AAU Judo Championships 1959.4.10-11 San Jose,California(USA)

185 / 194 ページ



E42 Eighth National AAU Judo Championships 1960.4.15-16
Fort Homer Hesterly Armory,
Tampa,Florida(USA)

E42 9th National AAU Judo Championships [ ].4.14-15 San Jose State College Men's Gym

E42 10th National AAU Judo Championships 1962.4.23-29 University of Chicago Fieldhouse

E42 11th National AAU Judo Championships 1963.3.15-16 Fresno State College Gymnasium

E42
12th National AAU Judo Championships / U.S.Olympic Judo
Tryouts

1964.5.1-2 / 6.12-
13

E42 National AAU Championships 1965.4.23-24
University of SanFrancisco
Gymnasium

E42 National AAU Championships 1966.4.22-23
Convention Hall  Asbury Park, New
Jersey

E42 17th Annual Senior National AAU Judo Championships [1969].4.25-26 Navy Pier Chicago

E42 19th Annual Senior National AAU Judo Championships 1971.4.23-24
Forest Park Community College
St.Louis,Mo.

E42 Senior National AAU Judo Championships 1975 1975.3.14-15
California State University at Los
Angeles

Nanka Judo Yudanshakai(Southern
California Judo Black Belt
Association)

E42 National AAU Junior Olympic Championships 1971.8.9-13 U.S. Air Force Academy Colorado Springs,Colorado

E42 AAU Southeastern Judo Championship 1972.10.14-15  Five Points South YMCA

E43 国外大会（1）　オリンピック・南米アメリカ

E43 The XXIVth Olympiad Seoul 1988 Judo Games 1988.9.25-10.1 Changchoong Gumn. Korea Judo Association International Judo Federation

E43
オリンピック東京大会 柔道ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
THE GAMES OF THE XVIII OLYMPIAD TOKYO JUDO

1964.10.20-23 日本武道館

E43 Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992 (Results Judo) 1992.7.24-8.2

E43
Games of the XXVII Olympiad Sydney 2000
Official Olympic Games Sport Program JUDO

2000.9.16-22
the Exhibition Halls 1 & 2, Darling
Harbour

E43 Games of the XXVII Olympiad Sydney 2000  Official Results Book JUDO2000.9.16-22
the Exhibition Halls 1 & 2, Darling
Harbour

E43 6th Annual Invitational Judo Tournament 1958.6.7 University of Detroit Memorial Gym Detroit Judo Club

E43 Strategic Air Command  6th Annual Judo Tournament 1959.3.20-21 Little Rock Air Force Base

E43 2nd U.S. Open Judo Championships for Women 1977.9.10 Hamilton Sports Arena,  Ohio Hamilton Judo Club

E43 1982 U.S. Open Judo Championships 1982.10.29-30
United States Olympic Training
Center,  Colorado

United States Judo Incorporated

E43 The Fort Worth Judo Academy Invitational Judo Tournament 1968.1.20
R. D. Evans Recreation Center,
Texas
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E43 V Campeonato Panamericano Judo 1965.10.27-28 Gimnasio Olympico,  Guatemala

E43 Texas State Judo Championship 1975.2.8-9 TCU - Rickel Building
Ft. Worth Judo Academy /
Parents of Ft. Worth Judo
Academy / T.C.U. Judo Academy

Texas Judo Black Belt Association

E43
Judo & Kendo Tournaments
 (Centennial Celebration of Japanese Immigration to Hawaii)

1968.6.23 Hilo Armory,  Hawaii 

E43
4th National High School Judo Championships
(Central California 10th Anniversary Booklet)

1967.4.1-2
McLane High School Gym,
California

E43 5th National High School Judo Championships 1968.3.15-17 Ballenger Field House,  Michigan

E43 Judo 6th National High School Chapionships 1969.3.28-30 San Jose State College

E43 National High School Judo Championships 1978 1978.5.5-6 Honolulu,  Hawaii

E43 1st Annual Pacific Air Force Judo Championships 1959.3.11 Shiroi Air Base

E43 1st Annual Air Force Japan Judo Championships 1959.3.3-6 Shiroi Air Base

E43 Air Force Invitational Tournament Judo Championships 1961.4.3-5
The United States Air Force
Academy

E43 2nd Annual J.B.B.F. Junior Judo Championships 1965.7.17-18 Pick Congress Hotel,  Chicago

E43 Forth Annual Judo Tournament 1957.3.15-16
Portsmouth Air Force Base,  New
Hampshire

E43 Kodokan Judo Northwest Championship Memorial Tournament 1954.4.25 Seattle University Gymnaseum
Seattle Dojo Inc. / The Northwest
Yudanshakai

E43 Kodokan Judo Northwest Championship Memorial Tournament 1955.4.17 Seattle University Gymnasium

E43 Northwest Championship Judo Tournament 1955.10.4
Benson Polytechnic High School
Gym,  Oregon

E43 Western Region AAU Judo Tournament 1969.11.8 McLane High School, California

E43 Black-Belt Judo 49th Annual Display 1966.10.8 The Royal Albert Hall (U.K.)

E43 Pan-American Games   Schdule of Events 1967.7.22-8.7 Winnipeg, Canada

E43 Northeastern Open YMCA Judo Championships 1982.11.6-7

E43 U.S. Sr. National Judo Championships 1983.4.22-23
California State University,  Los
Angeles

Nanka Judo Yudanshakai

E43 1983 USJF National Junior & Youth Judo Championships 1983.7.14-16 Holyday Inn O'Hare,  Chicago 

E43 1994 USJF Junior, Youth and Team National Championships 1994.7.1-3 Hilo Hawaii  
United States Judo Inc. / United States
Judo Association/ United States Judo
Federation
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E43 1995 USJF Junior, Youth and Team National Championships 1995.6.30-7.2 University of California, Irvine Nanka Judo Yudanshakai
United States Judo Inc. / United States
Judo Association/ United States Judo
Federation

E43 3rd Canadian Judo Championships 1964.5.9 Exhibition Gardens British Columbia Black Belt Assn.

E43 5th Canadian Judo Championships 1966.5.21 University of Alberta Arena

E43
Canadian Judo Championships
(Commemorating 100 Years of Kodokan Judo)

1982.5.8-9 College of New Caledonia

E43 第4回　カナダ国際柔道大会　日本選手団記録 1984.1.30-2.7
モントリオール　ピエール・シャルボ
ヌー体育館

E43 THIRTEENTH ANNUAL QUEBEC JUDO TOURNAMENT 1965.10.23
MONT-SAINT-LOUIS
AUDITORIUM(O CANADA)

SEIDO=KWAN

E43 開会式  OPENING CEREMONY CEREMONIE D'OUVERTURE S39.10.10 国立競技場 国際オリンピック委員会

E43 Tenri Judo 50th Anniversary Tournament 2012.9.30 John Glenn High School

E43 Twenty-First Annual Fukuda International Kata Championship 2009.10.17 San Jose, California Keiko Fukuda
Vicki Shepherd, Laura Lombard, Frances
Christie

E43 44ｔｈ Annual Obukan Northwest Invitational Judo Tournament 1999.12.4 Portland,Oregon Obukan

E43
61ｔｈ Annual Obukan Judo Shiai&Kata/
Onchi Sensei Memorial Tournament

2017.3.25 Portland,Oregon Obukan

E43 8th National Junior Judo Championship 1971.7.9-10 Permian High School Fieldhouse Texas Judo Black Belt Association

E43 1984 Los Angeles Judo Event 1984.8.4-11 Los Angels,California

E43 The Thirtieth Anniversary of AM-CAN International Judo Challenge 2002.5.25-26
University at Buffalo Alumni Arena
New York,U.S.A

E43 The Nineteenth Annual New York Open Judo Championships 2002.5.5 New York New York Athletic club

E43 9th Annual Invitational North-South Judo Championship 1968.11.23
St.Josephs' College Field House
Philadelphia,Pennsylvania

United States Committee Sports
for Israel,Inc.

Shufu Judo Yudanshakai of United States
Judo Federation

E43 Inter-Service Judo Championship 1969.4.10-11 Larson Gym Quantico,Virginia

E43 Ninth Annual Midwestern AAU Invitational Judo Championship 1980.4.24-26 Detroit Detroit Judo Club

E44 国外大会（2）　アジア・アフリカ・ヨーロッパ

E44 8emes Championnats d'Afrique de Judo 1985.7.6-12 (Tunis) Federation Tunisienne de Judo

E44 全日本學生柔道團体遣米選手歡迎柔道大會 1955.4.23
羅府高野山別院ホール(Los
Angeles, U.S.A.)

南加柔道有段者會

E44
Judo Tournaments
 (to welcome the presodent of the Kodokan,
Mr. Risei Kano)

1951.12.17 The Royal Albert Hall (U.K.) The Budokwai

E44 The Budokwai 41st Annual Display 1958.10.11 The Royal Albert Hall (U.K.) The Budokwai
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E44 The Renshuden Judo Club Judo 1961.2.16 Seymour Hall (U.K.) The Renshuden Judo Club

E44 European Championships of Judo 1961.5.11-13 Palazzo Lido Sport, Milano 

E44 Championnats d'Europe de Judo 1963.5.10-11 (Geneve)

E44 Programma Europese Judokampioenschappen 1957 1957.11.9-10 (Nederland)

E44 II Campeonato del Mundo de Judo de Menores 21 anos  [Juniors] 1976.12.18-19 Palacio de Los Deportes,  Madrid 

E44 Championnat d'Europe de Judo 1951.12.5-6 Palais des Sports (Paris)

E44 10th British Open Championships for Women 1980.10.18
Crystal Palace National Sports
Centre, London

The British Judo Association

E44 Coupe Paris Kyoto 1961.12.16 Stade de Coubertin (Petit Court)

E44
Mekong Judo Games
  (International Championship of Judo in Vietnam)

1974.6.17-20 (Saigon)

E44 VIII International Games For the Deaf 1957.8.25-30 (Rome, Italy)

E44 7th National Judo Championships 1981 1981.12.26-27 (Bangladesh)
Bangladesh Judo and Karate
Federation

E44 臺灣區六十二年度南北柔道對抗賽
中華民國62.11.17-
18

沙鹿國民小學
臺灣省體育會柔道協會臺中縣政
府

E44 III National Judo Championships 1970.1.30-2.1 Brabourne Stadium (Bombay, India)

E44 6th SEAP Games 1971 1971.12.11-18 (Malaysia)

E44 22nd Sea Games 2003, Judo 2003.12.6-8 Hochiminh, Vietnam

E44 23rd Sea Games 2005, Judo 2005.11.27-12.5 Manila(Philippne) Philippine Amateur Judo AssociationJudo Union of Asia

E44 VI South East Asia Peninsular Games  Judo 1971.12.14-15
Experimental Theatre(University of
Malaya) (Kuala Lumpur, Malaysia)

E44 1st Indo-Japan Judo Coaching Camp 1968 Judo Federation of India Regd.

E44 9th National Judo Championships 1983 1983.[  ] (Bangladesh)
Bangladesh Judo and Karate
Federation

E44 Judo Junior 1981 1981.8.28-29
Changkat Pavillion (Kuala Lumpur,
Malaysia)

E44 First Persatuan Judo Malaysia Championship 1981.8.15
Stadium Negara (Kuala Lumpur,
Malaysia)

E44 3rd Japan Cup Judo Championship 1984 1984.8.9-10 The Embassy of Japan in Bangladesh

E44 Judo Nite 1984 1984.1.27
Jade Room Restaurant, Hotel
Royal(Singapore)

189 / 194 ページ



E44 全国女子柔道比賽 1984,4,18-20 [中華人民共和国]

E44 1993 Vietnam International Judo Tournament, 1st 1993.11.5-7
Phan Dinh Phung Indoor Stadium,
Hochiminh, Vietnam

The HMCM Sports Authority, The
HCMC Martial Arts Federation

E44 1994 Vietnam Judo International Tournament, 2nd 1994.8.26-28
Phan Dinh Phung Indoor Stadium,
Hochiminh, Vietnam

E44 1995 Vietnam Judo International Tournament, 3rd 1995.8.11-13
Phan Dinh Phung Stadium,
Hochiminh, Vietnam

E44 1996 Vietnam Judo International Tournament, 4th 1996.8.24-25
Phan Dinh Phung Stadium,
Hochiminh, Vietnam

E44 1997 Vietnam Judo International Tournament, 5th 1997.8.9-10
Phan Dinh Phung, Hochiminh,
Vietnam

E44
1998 Vietnam Judo International Tournament, 6th /
South East Asia Judo Championships, 4th

1998.8.6-9
Phan Dinh Phung, Hochiminh,
Vietnam

E44 1999 Vietnam Judo International Tournament, 7th 1999.8.6-7
CLB Phan Dinh Phung, Hochiminh,
Vietnam

E44
2000 Vietnam Judo International Tournament, 8th /
South East Asia Judo Championships, 6th

2000.8.3-6
CLB Phan Dinh Phung, Hochiminh,
Vietnam

E44 2001 Vietnam Judo International Tournament, 9th 2001.8.1-5 Hochiminh, Vietnam

E44
2002 HTV Cup International Judo Tournament, 2nd
（スポンサー変更によりベトナム国際大会から名称変更）

2002.8.2-3
Phan Dinh Phung Club, Hochiminh,
Vietnam

E44 2003 HTV Cup International Judo Tournament, 3rd 2003.8.2-3
Phan Dinh Phung Club, Hochiminh,
Vietnam

E44 第4回フランス国際女子柔道選手権大会 日本代表選手団報告書 S60.10.14-21 フランス オルレアン市

E44 第6回西ドイツ国際柔道大会 日本選手団報告書 S62.3.29-4.11 西ドイツ エッセン市

E44 第3回太平洋柔道選手権大会 日本選手団記録 S58.5.25-S58.5.31 香港 エリザベス体育館

E44 第5回太平洋柔道選手権大会 日本選手団記録 S62.9.26-27
アメリカ ＵＳオリンピック・トレーニン
グセンター

E44 87世界柔道選手権大會派遣 世界最終評價戦 1987.8.20-21 韓国 88體育舘 大韓柔道會 文化放送

E44 世界空手道選手権大会  第1回 1970.10.10 日本武道館 全日本空手道連盟 外務省  文部省  東京都  大阪府

E44 Pacific Rim Judo Championships '97 1997.7.26-27 Forum de Macau（マカオ） Associacao de Judo de Macau

E44 5th Pacific Rim Judo Championships 1987 1987.9.24-28
United States Olympic Training
Center

 

E44 KRA Cup 2000 Korea Open International Judo Tounament 2000.12.1-2 Olympic Gymnasium #2
Korea Judo Association, Korea
Racing Association

E44 2004 KRA Cup Korea Open International Judo Tournament 2004.12.3-4 Halla Gymnasium
Korea Judo Association, Korea
Racing Association

E44 2002 Junior World Judo Championships Jeju, Korea 2002.9.12-15 Halla Gymnasium

E44 India Cup International Judo Championship 1997 1997.3.5-7 Lucknow, India U.P. Judo Association Judo Federation of India 
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E44 Judo-Weltturnier,Leonding 1986 1986.6.20-21 Leonding,Austria

E44 The 1st Sungkok Cup International Judo Tournament For Men 1987.12.8-10 Taegu City(Korea)

E44 The 2nd Sungkok Cup International Judo Tournament For Men 1989.11.16-19 Changchung gymnasium(Seoul)

E44 Junior World Judo Championships   TUNISIA2000 2000.10.26-29 Nabeul

E44
Kejohanan Judo Remaja Kebangsaan Ke.7 & Eejohanan Judo
Kebangsaan Ke.36

1998.05.16-17
Geodesic Dome (Komtar) Pulau
Pinang（マレーシア）

E44 18th Judo Games97 1997.12.7
Plaza Phoenix Shopping Centre
（マレーシア）

E45 武道（除柔道）

E45 大日本武徳第16回靑年大演武會 大正4.8.7-8

E45 日本古武道演武大会  第10回 S61.11.16 宮城県第二総合運動場武道館 日本武道館  日本古武道協会
文部省  宮城県教育委員会  ＮＨＫ  河北
新報社  東北放送

E45 日本古武道演武大会  第11回 S63.2.14 日本武道館 日本武道館  日本古武道協会
文部省  東京都教育委員会  朝日新聞社
ＮＨＫ

E45 日本古武道演武大会  第34回 H23.2.6 日本武道館 日本武道館  日本古武道協会 文部省  朝日新聞  ＮＨＫ

E45 日本古武道演武大会  第38回 H27.2.8 日本武道館 日本武道館　日本古武道協会 文部科学省　読売新聞社　NHK

E45 日本古武道演武大会  第40回 H29.2.5 日本武道館 日本武道館　日本古武道協会 スポーツ庁　NHK　読売新聞社

E45 日本武道祭  第1回 S47.11.24-26 日本武道館

合気会  全日本空手道連盟  全日
本弓道連盟  全日本剣道連盟  全
日本銃剣道連盟  全日本柔道連盟
日本少林寺拳法連盟  日本相撲連
盟  全日本なぎなた連盟

文部省  東京都

E45
日本武道祭  天皇陛下御即位20年奉祝  /
財団法人日本武道館 開館45周年記念

H21.10.10 日本武道館 日本武道館

文部科学省  日本武道協議会  日本古武
道協会  全国都道府県立武道館協議会
日本放送協会  朝日新聞社  毎日新聞社
読売新聞社  産経新聞社  日本経済新聞
社  東京セミナー

E45 日本武道祭　開館50周年記念式典 H26.10.5 日本武道館 日本武道館

文部科学省　日本武道協議会　全国都道
府県立武道館協議会　日本放送協会　毎
日新聞社　読売新聞社　産経新聞社　日
本経済新聞社　東京新聞

E45 少年武道祭　第5回　都内中学生・高校生選抜 1997.2.11 東京武道館 東京武道館

E45 少年武道祭　第6回　都内中学生・高校生選抜 1998.2.11 東京武道館 東京武道館

E45 少年武道祭　第8回　都内中学生・高校生選抜 H12.2.11 東京武道館 東京武道館
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E45 日本古武道大会  第6回 S63.4.2 台東リバーサイドスポーツセンター 日本古武道振興会 台東区  浅草観光連盟

E45 日本古武道大会 S56.7.5 東條会館ホール 日本古武道振興会 東京都教育委員会  日本武道館

E45 各流武道大会  第4回 S33.6.14 渋谷区公会堂 全日本杖道連盟
朝日新聞社  東京都剣道連盟  日本古武
道振興会  渋谷区教育委員会

E45 全国古武道各流大会 S29.11.20 都営東京体育館 日本古武道振興会
文部省  東京都教育委員会  東京都庁
防衛庁  警察庁  文化財保護委員会

E45 国際親善武道大会 S38.4.6 ホテルオークラ 国際武道会 日本武道館  武道会館建設議員連盟

E45 平成8年鏡開き式・武道始め H8.1.15 日本武道館大道場 日本武道館

E45 平成23年鏡開き式・武道始め H23.1.10 日本武道館大道場 日本武道館

E45 平成30年鏡開き式・武道始め H30.1.8 日本武道館大道場 日本武道館

E45 平成31年鏡開き式・武道始め H31.1.14 日本武道館大道場 日本武道館

E45
全日本なぎなた選手権大会  第5回 /
都道府県対抗なぎなた大会  第1回

S35.5.3 岡崎旧武徳殿 全日本なぎなた連盟
京都府教育委員会(共催)  京都府  京都
市  全日本剣道連盟

E45
全日本なぎなた選手権大会  第18回 /
都道府県対抗なぎなた大会  第14回

S48.5.27 ブラザー工業株式会社体育館 全日本なぎなた連盟

文部省  愛知県  愛知県教育委員会  名
古屋市  名古屋市教育委員会  日本武道
館  全日本剣道連盟  愛知県体育協会
名古屋市体育協会  愛知県剣道連盟  中
日新聞本社

E45
全日本なぎなた選手権大会  第19回 /
都道府県対抗なぎなた大会  第15回

S49.5.25 愛媛県武道館 全日本なぎなた連盟

文部省  愛媛県教育委員会  松山市  愛
媛県体育協会  日本船舶振興会  日本武
道館  全日本剣道連盟  愛媛新聞社  南
海放送  テレビ愛媛

E45 全日本なぎなた選手権大会  第20回 S56.8.10 日本武道館 全日本なぎなた連盟

文部省  日本体育協会  東京都教育委員
会  日本船舶振興会  日本武道館  日本
女子体育連盟  東京都体育協会  ＮＨＫ
読売新聞社

E45
全日本なぎなた選手権大会  第21回 /
都道府県対抗なぎなた大会  第17回

S51.5.29-30 岡山武道館 全日本なぎなた連盟  岡山県  岡山県教育委員会  岡山市  岡山市教育委員会
文部省  日本船舶振興会  日本体育協会
日本武道館  全日本剣道連盟  山陽新聞
山陽放送

E45
全日本なぎなた選手権大会  第25回 /
都道府県対抗なぎなた大会  第21回

S55.5.10-11 熊本武道館/熊本市体育館 全日本なぎなた連盟

文部省  熊本県  熊本市  熊本県教育委
員会  熊本市教育委員会  日本体育協会
日本船舶振興会  日本武道館  日本武道
協議会  全日本剣道連盟  熊本県剣道連
盟  他

E45 全日本薙刀大会  第2回 S30.7.24 国鉄原宿道場 全日本薙刀関東連盟
全日本剣道連盟  読売新聞社  全日本薙
刀連盟
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E45
全日本大学なぎなた選手権大会  第13回 /
全国高等学校なぎなた選手権大会  第13回

S49.8.4-5 島根県立武道館
全日本なぎなた連盟  島根県教育
委員会  松江市教育委員会  島根
県体育協会

文部省  島根県  松江市  全国高等学校
体育連盟  日本体育協会  船舶振興会
日本武道館  ＮＨＫ  山陰中央新報社  山
陰中央テレビジョン放送株式会社

E45
全日本大学なぎなた選手権大会  第15回 /
全国高等学校なぎなた選手権大会  第15回

S51.8.1-2 秋田県立体育館
全日本なぎなた連盟  秋田県教育
委員会  秋田県高等学校体育連盟

文部省  秋田県  秋田市  日本船舶振興
会  日本体育協会  日本武道館  秋田県
体育協会  秋田県剣道連盟  秋田魁新報
社  ＮＨＫ秋田放送局  秋田放送  秋田テ
レビ

E45
全日本大学なぎなた選手権大会  第16回 /
全国高等学校なぎなた選手権大会  第16回

S52.8.7-8
鹿児島県体育館/
鹿児島中央警察武道館

全日本なぎなた連盟  鹿児島県教
育委員会

文部省  鹿児島県  鹿児島市  鹿児島市
教育委員会  日本船舶振興会  日本体育
協会  日本武道館  全国高等学校体育協
会  鹿児島県体育協会  鹿児島県高等学
校体育連盟他

E45
全日本大学なぎなた選手権大会  第17回 /
全国高等学校なぎなた選手権大会  第17回

S53.8.6-7 静岡市民体育館
全日本なぎなた連盟  静岡県教育
委員会

文部省  静岡県  静岡市  日本船舶振興
会  日本体育協会  日本武道館  静岡県
体育協会  ＮＨＫ静岡放送局  静岡新聞社
ＳＢＳ静岡放送  テレビ静岡放送

E45 全国高等学校なぎなた選手権大会  第20回 S56.8.11 日本武道館
全日本なぎなた連盟  全国高等学
校体育連盟

文部省  日本体育協会  日本船舶振興会
日本武道館  日本女子体育連盟  東京都
体育協会  ＮＨＫ  読売新聞社

E45 なぎなた演技大会  昭和52年度 S52.8.8 鹿児島中央警察武道館 全日本なぎなた連盟
鹿児島県  鹿児島県教育委員会  鹿児島
市  鹿児島市教育委員会  日本船舶振興
会

E45
全日本なぎなた選手権大会 20回/都道府県対抗なぎなた大会 16
回/全日本大学なぎなた選手権大会 14回/全国高等学校なぎなた
選手権大会 14回/なぎなた演技大会 昭和50年度

S50.8.2-3 神戸市立中央体育館
全日本なぎなた連盟  兵庫県教育
委員会  神戸市教育委員会

文部省  兵庫県  神戸市  日本船舶振興
会  日本体育協会  日本武道館  全日本
剣道連盟  全国高等学校体育連盟  ＮＨＫ
関西テレビ  毎日新聞  神戸新聞  サンテ
レビ他

E45 東京都なぎなた大会  第20回  創立20周年記念 S53.8.27 日本武道館 東京都なぎなた連盟
東京都教育委員会  東京都体育協会  日
本武道館  東京都剣道連盟  全日本なぎ
なた連盟  日本テレビ  読売新聞社

E45 全日本躰道選手権大会  第5回 S46.5.2 東京体育館 日本躰道協会 東京都教育委員会

E45 全日本躰道選手権大会  第7回 S48.7.1 東京体育館 日本躰道協会 東京都教育委員会

E45 全日本少年剣道錬成大会  第2回 S42.7.28 日本武道館 日本武道館 総理府  全日本剣道連盟  東京都教育委員会

E45 全日本少年剣道錬成大会  第3回 S43.8.1 日本武道館 日本武道館 全日本剣道連盟

E45
全日本少年武道錬成大会
剣道の部 全日本少年剣道錬成大会 第8回

S48.7.29 日本武道館 日本武道館
総理府  文部省  読売新聞社  全日本剣
道連盟
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E45 全日本剣道選手権大会  第3回 S30.11.20 国際スタヂアム 全日本剣道連盟 読売新聞社  報知新聞社

E45 全三菱武道大会  第45回  平成13年度 H13.9.22 日本武道館 三菱武道会 三菱養和会  日本武道会

E45 全三菱武道大会　第50回記念大会　平成18年度 H18.9.16（柔道） 日本武道館 三菱武道会
三菱養和会　日本武道館　明治神宮至誠
館

E45 第2回日本国民健康大会 S29.9.19 東京体育館 日本国民健康会 東京都　毎日新聞社

E45 第2回東京都剣道大会       7.12（日） 警視庁体育館（警視廰軆育館）
東京都剣道連盟  読売新聞社(讀
賣新聞社)

E45 全日本相撲選手権大会  第19回天皇賜杯 S45.12.12 両国・日大講堂 日本相撲連盟 文部省  NHK  東京都

E45 全国警察剣道大会 **.10.10 東京体育館 警察庁 全国公安委員連絡協議会  警察協会

E45 日ソ対抗アマチュアレスリング  群馬大会 1963.2.19 群馬県スポーツセンター
日本アマチュア・レスリング協会
群馬県教育委員会  前橋市教育委
員会

群馬県  前橋市  群馬県体育協会  前橋
市体育協会  群馬県柔道連盟

E45 日ソ対抗アマチュアレスリング  東京大会 S38.2.26 東京体育館 日本アマチュアレスリング協会  
日本体育協会東京オリンピック選手強化
対策本部

E45 2014年世界サンボ選手権大会 2014.11.21-23 千葉県成田市中台運動公園体育館国際サンボ連盟　日本サンボ連盟

外務省　文部科学省　ロシア大使館　千葉
県　成田市　千葉県教育委員会　成田市
教育委員会　日本レスリング協会　全日本
柔道連盟　千葉県柔道連盟
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