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次 第 

 

１  開会の言葉 

２  黙祷 

３  会長 挨拶  

４  役員委嘱 

５  10年度 の事業報告 

６  10年度 の決算報告 

７  11年度 の事業計画 

８  11年度 の予算 

９  千葉大会についての状況、HP等 

１０ JTBより IJFドイツ大会に付いて 

１１ その他 

 

 

    ≪ 役員委嘱の件 ≫ 

 

顧問  五十嵐寛司 （新潟県柔道連盟会長） 

 

理事  佐々木睦夫 （新潟県柔道連盟理事長） 

 

理事  小林潔司  （千葉） 

須長悌治  （千葉） 

加藤隆雄  （埼玉） 



                                2011年 4月 8日 

  2011年度 日本マスターズ柔道協会理事会                      

                      日本マスターズ柔道協会 

   ≪ 議題 ≫ 

Ⅰ．         ＜ 10年度事業報告 ＞ 

 

A． 第 2回 IJFグランドマスターズ・ハンガリー大会・5月 27日～30日 

全 15人参加内 12人がマスターズ会員。今回より「形」（除く 5・古式）

が加わり会員も大いに活躍した。（当初 JTBで団を組み参加予定で準備

中だったが、IJF柔道着指定 4社の問題があり自由参加とする） 

  

B  第 12回世界マスターズカナダ・モントリオール大会 8月 15日～24日 

参加者 35人選手 29人「形」・「試合」にメダルラッシュの活躍。 

現地ではモントリオール総領事館の表敬訪問と草の根外交で中村浩之

先生の「志道館」で形・乱取りに・歌に踊りと楽しく交流が図れた。 

野口名誉会長の関係で前年に続きケンタッキーに於いて形クリニック

を近郊諸州から多数の参加者で実施。マスターズ会員８人参加その評価

でケンタッキー州の名誉称号ケンタッキー・カーネル賞を受賞した。 

 

C  日本マスターズ柔道・新潟大会は 9月 25日・26日に第１回アジア 

グランドマスターズと共催で長岡市にて開催。参加海外 40 人日本 430

人新潟県柔道連盟・長岡柔道会の絶大なるご支援を頂き盛大に出来た。 

 

 D  日本マスターズ会員も新潟大会初出場の新会員 123人を加え 1,300人 

    弱となる。4月の全国高段者大会・全日本形大会等活躍される会員も 

    多くいる。5回出場者、初回 47人・昨年 36人 

 

 E  協会HPを安河内相談役が 2002年 5月～2010年 10月末｢isweb｣の 

    閉鎖までお願いして、11月より兵庫の玉田会員にお願し順調に推移中。 

 

  F  会報は 10号を 1月 15日付けで 800発送（従来 永島監事が作製）  

今回から西久保常務理事にお願いしました。 

G  決算報告  別添 ア． 第 7回 新潟柔道連盟決算   

イ． 10年度日本マスターズ柔道協会決算 



２．      ＜ 11年度事業計画 ＞ 

 

A． 第 3回 IJFグランドマスター・ドイツ・フランクフルト大会  

6月 13日（月）～18日（土）に漸く決定。 

旅行スケジュールに検討中   ＊ 形・団体戦の関係で ？    

     ドイツの草の根外交としての交流道場・大使館訪問等 

     4月 8日二金会時には正式日程発表   

 

B． 第 8回 日本マスターズ柔道千葉大会開催 

１）  日程  ： 11月 5日（土）6日（日） 

２）  会場  ： 千葉県勝浦市・日本武道館研修センター 

３） 競技種目 ： 昨年同様 

◎ 今回初めて日本マスターズ柔道協会として主催・主管で行う。 

（計画等 別紙） 

 

C． Bに関連して。 

8月 20日(土) 1時～  勝浦・日本武道館 大会会場で 1泊合宿 

大会の盛り上げと、大会を想定しチエック 

  

D． 第２回 アジアグランドマスターズ大会  

１） 日程  ：  10月 7日（金）～9日（土） 

２） 場所  ：  ウズベキスタン・タシケント   

  ◎ 開催予定 会とし予定無し、自由参加 

 

E． 協会HPの積極的活用 ⇒ 千葉大会開催に当たり大会要項等協会の情

報を掲載し相互交信により印刷費・通信費の節減を計る。 

（HPで情報を取り、申込用紙でメール・FAXにて事務局に送付） 

 

F． ｢二金会｣ 会員の積極的参加 皆勤賞等を設ける。 

22年 1月～ 12回 (246人＝20.5人) ⇒ 30人 

 

G． 予算案の件  別添 ア．日本マスターズ柔道協会 

 

       

 



◎   スケジュール表        2011年 4月 8日 

 

  内   容 マスターズ本部役割 やる事 

 

3月 ＊ 勝浦・日本武道館研修センターと 

＊ 事務局を決める （小林理事宅） 

打合せ 26日：1時 

事務所 

現場を見て確認 

＊ 野口・清家・伊藤・中村

鈴木・福盛田・清水 

八幡（旅行） 

4月 ＊ 千葉県柔道連盟に報告・相談 

 

＊ 事務局 開設 

 

＊ HP で郵便送付の有無を確認 

 

挨拶文 提出 

28日(高段者大会時？ 

 

＊ 郵便・口座開設 

＊ 振込用紙印刷 

＊ 玉田学習社 

5月 大会要項 最終チェック・印刷  ＊ 大会要項印刷 

 

6月 大会関係一式   HPに掲載   HPに掲載 

申込受付開始 

7月 1日  大会要項  

 

10日毎 状況把握 

有明印刷 発送 

  

 

8月 末日  申込締切 

 参加申込は HPからと 

 窓口は一本事務局に FAX・メール 

 

 

 

8月 20日（土）1泊 

勝浦合宿で盛り上げ  

 

9月 ＊ 申込内容 年齢・体重別等々 

分類しデータ表 作成 

 

組合せ 

プログラム作成 

メタル作製 

ペナント作製 

 

＊ 有明印刷 

＊ 高橋商会 

＊ 富士商会 

10月   9月・10月 で  

 

納期 

10月末日までに 

 

11月 4日(金)  会場設営（畳敷き） 

5日(土)  形・試合 

6日(日)  試合 

     終了後の整理（畳）  

 ＊ 個別交渉 

＊ 参加者全員 

    



 

 

 

＊ HPの活用による経費節減を図りたい。3月末よりHPでメールアドレス 

登録頂き今後大会要項等の郵送を出来るだけ少なくしたい。 

同時に今後各県柔道連盟にお願い場合、要項発送～受付まで協会で出来る 

システムを作り上げたい。（来年の山口の会員は 10人と少数） 

（1月会報送付 800通を ⇒400通以下にする） 

5日確認 メール登録まだ 30人 ⇒ 登録した方に依頼の呼び掛け 

 

＊ HPで早めの大会要項等の掲載をして早めに処理して行く。 

 

＊ 大会申込受付後２ケ月有り、参加人数把握後なので問題が発生しても手が 

打てる。 

 

◎ 日本武道館研修センター での 1泊 2日の合宿 （50名確保） 

            日時：8月 20日（土） 1時集合        

                        2時～4時頃 稽古・形等 

                        6時頃～  懇親会 

                 21日（日） 午前中 使用可能  

  会場下見を兼ね大会盛り上げ策として。  

  



日本マスターズ柔道大会  2011年 5回出場者（第 1回～第 7回出場者） 

 

１ 太田尚充 青森 ２６ 濱口國光 愛知 

２ 守屋榮吉 岩手 ２７ 中村 太 愛知 

３ 及川賢一 岩手 ２８ 阿古裕弘 奈良 

４ 菅野隆行 岩手 ２９ 中井司朗 奈良 

５ 植木良夫 栃木 ３０ 喜多康之 大阪 

６ 鈴木政明 栃木 ３１ 長谷川靖二郎 大坂 

７ 植木良夫 栃木 ３２ 栗本忠弘 大阪 

８ 神園修一 東京 ３３ 片桐清司 滋賀 

９ 山本建夫 東京 ３４ 南出敦生 和歌山 

１０ 佐藤良吉 東京 ３５ 玉田 誠 兵庫 

１１ 久保雅昭 東京 ３６ 小玉 勉 兵庫 

１２ 小川栄一郎 千葉 ３７ 中村 古 兵庫 

１３ 小池伸治 神奈川 ３８ 池田正雄 兵庫 

１４ 福盛田立明 神奈川 ３９ 坂井路雄 兵庫 

１５ 竹内紀久夫 静岡 ４０ 北尾 浩 兵庫 

１６ 一瀬 誠 静岡 ４１ 養父洋介 兵庫 

１７ 高林祐介 静岡 ４２ 川上 勝 岡山 

１８ 柿田豊一 石川 ４３ 中山章司 香川 

１９ 武田 純 石川 ４４ 北条博嗣 高知 

２０ 黒田美千子 岐阜 ４５ 桧山尚浩 福岡 

２１ 上原貴志 愛知 ４６ 甲斐浩二 宮崎 

２２ 山口光男 愛知 ４７   

２３ 二村雄次 愛知 ４８   

２４ 水野博介 愛知 ４９   

２５ 諸山和美 愛知 ５０   

 

 

＊  初回 09年 ＝ 47人  昨年 ＝ 36人 

＊  来年 約 30人 (4回)    ベースとして 約 160人いる。 


