
平成27年度　第2回

戸沢村本部長杯小学生柔道大会

※　日　時：平成27年10月18日（日）午前9時α扮～

※　会　場：戸沢中学校費連館

精力善用・自他共
（開会行事）・・・進行（戸沢道場保護者会）－

1、開会宣言・・・高橋金弥

2、優勝杯返還・、・・酒田市柔道スポーツ少年団

3、大会会長挨拶・・・村スボ少団長

4、来賓祝辞

5、審判上の注憲

6、選手宣善・・

7、閉会通告・・

8、講連絡・・・

9、選手退場・・

10、競技開始・

・・・小松健弥

・戸沢道場柔友会スポーツ少年団（中鉢偉蕗）

・進行係

進行係
・進行係

・・進行係

（閉会行事）

1、成績発表＋・・高橋金弥

2、表　　彰・・・村スポ少団長

3、講　　評・・・村スポ少団長

4、閉会宣言・・・高橋金弥

5、連絡事項・・・進行係

主　　催：　戸　沢　村　スポーツ少年団

後　　援：　NPO法人とざわブレスポ・村教育委員会



※　大　会　会　長

※　大会副会長

※　大　会　顧　問

※　大会委員長

※　大会副委員長

※　大　会　委　員

※　大　会　総　務

※　大会審判長

※　審　判、委　員

※　進　　　　　行

※　時計・記録

※　接　　　　　待

※　救　　　　　護

（大　会　役　員）

佐藤　紫

中村健一

渡部秀勝　　小野和夫　富樫政彦

高橋金弥

小鴨直美

笹原淑夫／早坂礁志　　今井　徹　　松田　忍

安食清和　　高橋塾秀　　岸十福光

小松健弥

小鴨置美　　早坂姪志　　小屋幸憲　　高橋亨介

松田　昭　　高山秀夫　　早坂和幸　　高橋塾秀

笹原淑夫　　高橋金弥　　栄田昌一　　早坂和事

高橋文祥

その他出場チームの審判員

戸沢道場柔友会保護者会

戸沢道場柔友会スポーツ少年団中学生

戸沢道場桑友会母の会

山形県接骨節会最上支部



戸沢村本部長杯小学生柔道大会要項
l）主　　催

2）後　　援

3）期　　日

4）会　　場

5）日　　程

戸沢村スポーツ少年団・

村教育委員会・NPO法人村ブレスポ

平成27年　10月　18日（日）

戸沢中学校武道館

開　館・受　付　　　　8時
監督・審判会議　　　　8時45分一

開会式　　　　　　　19時00分一

競技開始　　　　　　　9時半頃～

6）参加資格

全日本柔道連盟に指導者登録をしている監督を有し、。スポーツ

保険に加入している小学生。

7）参加人数

イ）団または道場単位とLlチームの参加とする。団体戦の人数は監督

1名、選手5名とし、先鋒を1－2年生、次銘を3年生、中堅を

4年生、副将を5年生、大将を6年生とする。なお下級生をチー

ムに組み入れる場合はyl学年下とし、学年を最優先すること。

尚、代表戦は各チームの代表とする。なお、試合ごとの入れ替え

は自由とし、何度でも出場できる。（反則負けは別途要項による）

8）競技規則

イ）審判は国際柔道連盟審判規定・少年規定による。

ロ）試合時間は2分とする。延長は無制限とする。（延長は代表戦のみ）

ハ）ゼッケン、柔道着は所定の決められた柔道着、ゼッケンを使用する

こと。（ゼッケンがない選手は出場出来ません）女子は上衣の下に半

袖の丸首シャツ（無字の白色）を善用すること。

二）団体戦において、同率の場合は引き分けとする。

ホ）審判員を必ず1名以上提出。※2番制。準決、決勝のみ3審制。

9）競技方法

イ）　試合は、原則総当りとし、その後、決勝トーナメントとするが、

チーム数が多い場合は協議とする。なお組合せは、主催者側で決

定する。

10）表　彰　　それぞれ3位まで表彰する。

11）参加費　　無　料

12）参加申込　　　参加申込書に必要事項を記入し、下記の所に申し込む事。



イ）　なお、申込書に記載された個人博識は、競技プログラムを作成し、

本大会の円滑な運営、競技進行を確保するために利用されるもの

です。

〒999－6315　山形県最上部戸沢村大字神田353

高　橋　金　弥　まで

FAX㍉番号　　0233－32－1916

13）締め切り

14）救急時連絡先

平成27年　10月　9日（金）必着。

・新庄徳州全病院，新庄市大字駒場4623

即題0233－23－3434

・県立新庄病院　　　新庄市」若葉町12－55

TELO233－22－5525

・新庄市消防本部　　新庄市金沢

Ⅲ0233－22－7521

15）その他

イ）　駐車場、その他のトラブルは一切受け付けません。

ロ）　各チームのゴミは各チームで処理して下きい。柔道ルネッサンス運動に餌協力を御願いします。

ハ）　学校敷地内全面禁煙にご協力下さい。

二）　大会終了後、合同稽古かフリー練習試合を行います。
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戸　沢A ��体重i �＼戸i沢B、費 ��体重1－ �言新庄錬成会1－ ��体重 

大料 6年 �岸　健太言 �’：41 � �中鉢　伶 �61 �大料 6年 �＿　沼薄はる �50 大山　茜「“ �50 �大将 6年 �八鍬　光 �31 ��長沢龍志 �70 

中鉢偉蕗 �38 ��∴佳麗正浩 �55 
：平賀将義 �47 

副将 、‾5年 �高橋好花 �∴55 �副将 5年 �安食李一朗 �41 �副将＝＿ 5年 �一溝口　悠 �32 
小野俊英 �29　－－ ��：小屋幸恵 �38 

中堅1 4年 �岸　大希： �34 �占堅 4年 �一　奥山　置 �28 �中堅 4年i �平賀美咲子 �53 
中鉢瑠依 �33 ��佐藤廃港 �41 

次鋒 3年 �三浦哲也1 �32 �次鋒 3年 �ー森　零 �32 �沈鐘 3年 �安食比呂 �25 
小野惣菜 �28 �� � �� � 

先鋒 上西 �中鉢逢璃 �25 �先鋒 1・彊 �八郷備里 �27 �先鋒 1・緯 �小野世稜 �－　301 
衰滅杏麗 �40 
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大将 6年 �i酒井し希1 �56 �大将 6年 �Ii大滝覇也‾ �‾60‾ �大将 6年 �大場しゆん �481 石乗積依斗 �45 ��竹整容莫 �31 

石粟成望 �53 �� � 
‾庄司元気 �50／ �� � 

副将 5年 �小林　平〝 �45 �副将 ＿／5年 �大滝ともひろ �－54 �副将 5年 �斉藤那由大 �51 
佐藤匠人 �147 ��落合埼成 �45 

藤野荊帆 �42 ��東海林ゆうな �30‾ 

中堅 4年 �田村　巴 �36 �中堅 4年 �寺岡翔望 �65 �中堅 －4年 � � 
銘形えいせい �46 ��猿田小雪 �42 �� � 

次鋒 3年 �中村　カ �35 �／次鋒＿ 3年－ �佐藤繕望 �28 �次鋒 3年 �斉藤刹那 �45 
菅原汐荊 �31 �� � 

寺岡璃渚 �381 �� � 

先鋒“ 1・昨 �熊谷美濃∵ �＼25 �先鋒 1・蒔 �島田剛輝： �27 �先鋒 1・蒔 �i菊地春絹i �30 
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中村　駿 �20 ��大沼掃海 �34 �� � 



最　上 ��体重 �朝よう ��体重 �酒　＿田 ��体重 

大将1 6年 �竹韓悠輝 �51 �大将－ 6年 �佐藤翔我 �61 �大将 6年 �浅井敬大 �67 高橋幸太一 �67 ��i五十嵐変心＼ �－60i ��裔藤健風∴ �‾　52 

叶内龍孝 �47 

後醸一雅‾ �36 

副将 5年 �皆　静馬 �48 �副将 5年 �長谷川翔吾 �37 �副将 5年 �河野芽依 �42 
黒坂涼太朗 �55 ��松浦幹太 �40 ��本間大地 �43 

中堅 4年 �高橋　礼 �3511 �中堅 4年 �大滝祥適 �〝　38「 �亘堅1 4年 �1浅井柚妃 �43 
志田ほのか �30 
ゝ石黒ダン �38 

次鋒 3年 �菅　善次 �30 �次鋒 3年 �田村蕾太 �50 �次鋒 3年 �五十嵐帆波 �30 
阿部莫大 �33 �� � ��佐藤玲那 �22 

阿部真宙 �40 �� � �� � 

先鋒 1華 �・杉溶青空 �3511 �先学 l擁 �伊蒔陽球 �、124 �先鋒 1・蒔 �櫛引義気 �32 
田村優也 �22 �� � 
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副将 5年 �伊藤千紗 �50 �副将 5年 � � �副将 5年 � � 
佐藤こよみ �60 �� � �� � 

中堅 4年 �小林漂太助 �28 �中堅 4年 � � �中堅 4年 � � 
渋谷しゆうずけ �30 �� � �� � 

小林龍之丞 �31 �� � �� � 

次鋒 3年 �清和菜穂 �34 �次鋒 3年 � � �次鋒 3年 � � 
伊藤沙樹 �32 �� � �� � 

佐藤こゆり �27 �� � �� � 

先鋒 1・昨 �秋山　智 �30 �先鋒 1・雄 � � �先鋒 1・蒔 � � 
渋谷みはる �34 �� � �� � 



～おねがい一

・ここは学校施設です。タバコやゴミの

始末は徹底してください。

・敷地内全面禁煙です。吸う時は車などの

中でお願いします。

・この大会を有意義にこれからも続けら

れるよう、気特のよいご協力をくれぐれ

もお願いします。

・戸沢村はこれからも健全育成のため、一

生懸命に頑張ります。


