
（順不同敬称略）

ＮＯ．１

（４０名）東部１０・中部１６・西部１４

期　　日 ５月１４日（土） ◎審判長　疋田 公孝 救護　 赤池　 理 梶谷 宗亮

審判会議 9時30分 岡本　謙治 今井　靖史 長橋　正宏 蛭川　徳也 東　　亮宏

開 会 式 10時00分 金指　雄基 中村　久美 板垣　耕太 國分　優太 木村　崇志

会　　場 県 武 道 館 （４試合場） 須田　直之 稲川　郁子 渡部　成也 小椋　俊彦 金原　伸尚

伊藤　道明 岡村　和幸 高田　幸治 木村　優介 古内　千夏

岡本　健吾 正治　和也 佐野　太一 高田　博文 村瀬　由樹

加賀谷太郎 高山　知久 井口　往彦 川合　達彦 藤田　明啓

大原　尚喜 前田　憲吾 松野　　央 松野　　立 鈴木　　晋

山崎　大介 大場　章吾 宗　　龍二 冨永　昌彦 亀尾信太朗

（１４名）東部４・中部６・西部４

期　　日 ５月１５日（日） ◎審判長　稲川 郁子　　　　 救護　 渡邊 正人

審判会議 9時30分 阿部　光好 長橋　正宏 蛭川　徳也 谷　　明弘 石田　　隆

開 会 式 10時00分 根本　哲郎 伊藤　路照 森下　二美 佐野　宏明 牧田　若奈

会　　場 県武道館 （２試合場） 高山　知久 白井　恵子 岡本　　孝 鈴木　　巧

（４０名）東部１０・中部１６・西部１４

期　　日 ５月２８日（土） ◎審判長　疋田 公孝 救護　 赤池　 理 梶谷 宗亮

審判会議 9時30分 菊池　　傑 岡本　謙治 磯部　拡美 鈴木　久司 岩瀬　達彦

開 会 式 10時00分 東　　亮宏 小塚　直哉 板垣　耕太 佐々木啓至 木村　崇志

会　　場 県 武 道 館 （４試合場） 大村　恭一 稲川　郁子 佐藤　邦洋 植田　　秀 橋口　　渉

森下　二美 高田　幸治 眞野　洋光 古内　千夏 原田　祐花

鈴木　慎一 加賀谷千保 高田　博文 大木　英司 多田　陽平

遠田扶巳也 竹内紀久夫 川合　達彦 藤田　明啓 前田　憲吾

岡本　　孝 伊藤　貴能 鈴木　　巧 猪又　　功 川端　常弘

青木　雅俊 大石　夕貴 宗　　龍二 亀尾信太朗 渥美　文宏

（６４名）東部１８・中部２６・西部２０

期　　日 ６月１１日（土） 救護　 渡邊 正人 杉本　 将

審判会議 9時30分 　副審判長　望月 優映

開 会 式 10時00分 阿部　光好 西川　勝啓 工藤　信二 菊池　　傑 磯部　拡美

会　　場 県 武 道 館 （８試合場） 今井　靖史 長橋　正宏 加藤　浩之 鈴木　久司 辻本　光裕

蛭川　徳也 谷　　明弘 東　　亮宏 金指　雄基 神山　信之

秋山　英生 國分　優太 木村　崇志 落合　伸美 加賀谷　保

杉山　元彦 大村　恭一 渡部　成也 小椋　俊彦 植田　　秀

金原　伸尚 岡村　和幸 伊藤　路照 田多　健二 野村　祐介

吉澤　伸悟 増田　圭省 滝川　英克 岡本　健吾 正治　和也

宮島　紳幸 荒木　孝介 佐野　太一 田中　彰一 村松　良祐

久松　達斗 村瀬　由樹 加賀谷太郎 入江　　翼 高山　知久

竹内紀久夫 堀内　　光 落合　寿夫 森田　賢一 緒方　成男

前田　憲吾 松野　　央 岡本　　孝 杉山　　崇 鈴木　　晋

中村　拓生 鈴木　　巧 村越　　潤 猪又　　功 川端　常弘

尾崎　浩太 大石　夕貴 齊藤　友保 冨永　昌彦

（１４名）東部５・中部５・西部４

期　　日 ６月２５日（土） 救護　 吉田 卓実

審判会議 9時30分 阿部　光好 西川　勝啓 工藤　信二 菊池　　傑 磯部　拡美

開 会 式 10時00分 須田　直之 落合　伸美 加賀谷　保 西川　孝治 稲川　郁子

会　　場 県 武 道 館 （２試合場） 高山　知久 疋田　公孝 堀内　　光 井口　往彦

（２１名）東部５・中部９・西部７

期　　日 ７月２６日（火） 救護　 山口 智一 平島　 豊

審判会議 10時00分 岡本　謙治 磯部　拡美 水口　　透 小塚　直哉 佐々木啓至

開 会 式 10時30分 杉山　元彦 大村　恭一 佐藤　邦洋 渡部　直樹 中村　　航

会　　場 県 武 道 館 （4試合場） 木村　優介 岡本　健吾 原田　祐花 加賀谷千保 堀内　　光

井口　往彦 藤田　明啓 高林　祐介 猪又　　功 渥美　文宏

仲山　太補

（２４名）東部６・中部１０・西部８

期　　日 ７月２７日（水） 救護　 高山 知久 中村　 智

審判会議 9時30分 岡本　謙治 鈴木　久司 辻本　光裕 水口　　透 秋山　英生

開 会 式 10時00分 佐々木啓至 根本　哲郎 渡部　成也 小椋　俊彦 中村　　航

会　　場 県 武 道 館 （4試合場） 高田　幸治 増田　圭省 眞野　洋光 古内　千夏 正治　和也

飯沼　元紀 疋田　公孝 松野　　立 伊藤　貴能 山崎　大介

大場　章吾 川端　常弘 冨永　昌彦 亀尾信太朗

◎審 判 長  渡邉 達也　

２０２２県大会審判員割当表

県高校総体男女団体

全日本ジュニア男女県予選

全国小学生学年別選手権大会県予選

県高校総体男女個人

◎審判長　阿部 光好　

◎審判長  渡邉 達也　

県体重別選手権大会

県中学総体男女個人

県中学総体男女団体

　※審判の変更等については、

　    中村　航先生へ連絡

　※審判の変更等については、

　    中村　航先生へ連絡

　※審判の変更等については、

　    阿部光好先生へ連絡

◎審判長　阿部 光好　

　※審判の変更等については、

　    阿部光好先生へ連絡



（順不同敬称略）

ＮＯ．２

（４８名）東部１２・中部２０・西部１６

期　　日 １１月３日（木） 救護　 渡邊 正人 藤田 孝明

審判会議 10時00分 　副審判長　望月 優映

開 会 式 10時30分 西川　勝啓 工藤　信二 菊池　　傑 岡本　謙治 磯部　拡美

種　　別 一般・高校（男女） 今井　靖史 加藤　浩之 谷　　明弘 水口　　透 金指　雄基

中学（男女）・小学 佐野　　薫 中村　久美 須田　直之 加賀谷　保 杉山　元彦

会　　場 県 武 道 館 （６試合場） 根本　哲郎 大村　恭一 稲川　郁子 佐藤　邦洋 植田　　秀

金原　伸尚 岡村　和幸 渡部　直樹 森下　二美 齊藤　和仁

中村　　航 野村　祐介 吉澤　伸悟 滝川　英克 正治　和也

村瀬　由樹 多田　陽平 高山　知久 堀内　　光 井口　往彦

落合　寿夫 緒方　成男 菊池　直樹 松野　　央 中村　拓生

猪又　　功 大場　章吾 川端　常弘 尾崎　浩太 齊藤　友保

亀尾信太朗 渥美　文宏 仲山　太補

（４０名）東部１０・中部１６・西部１４

期　　日 １月１５日（日） 救護　 赤池　 理 梶谷 宗亮

審判会議 9時30分 工藤　信二 菊池　　傑 岡本　謙治 今井　靖史 鈴木　久司

開 会 式 10時00分 岩瀬　達彦 金指　雄基 小塚　直哉 板垣　耕太 佐々木啓至

会　　場 県 武 道 館 （４試合場） 稲川　郁子 渡部　成也 佐藤　邦洋 伊藤　道明 佐野　宏明

齊藤　和仁 高田　幸治 増田　圭省 眞野　洋光 古内　千夏

正治　和也 佐野　太一 加賀谷千保 久松　達斗 高田　博文

多田　陽平 高山　知久 川合　達彦 藤田　明啓 緒方　成男

大原　尚喜 前田　憲吾 松野　　立 鈴木　　晋 伊藤　貴能

村越　　潤 大場　章吾 大石　夕貴 冨永　昌彦 渥美　文宏

（４０名）東部１０・中部１６・西部１４

期　　日 １月２８日（土） ◎審判長　疋田 公孝 救護　 赤池　 理 梶谷 宗亮

審判会議 9時30分 工藤　信二 長橋　正宏 加藤　浩之 岩瀬　達彦 蛭川　徳也

開 会 式 10時00分 水口　　透 東　　亮宏 佐野　　薫 中村　久美 國分　優太

会　　場 県 武 道 館 （４試合場） 稲川　郁子 小椋　俊彦 伊藤　道明 岡村　和幸 橋口　　渉

伊藤　路照 齊藤　和仁 高田　幸治 荒木　孝介 鈴木　慎一

田中　彰一 村松　良祐 加賀谷千保 高田　博文 大木　英司

遠田扶巳也 高山　知久 藤田　明啓 緒方　成男 大原　尚喜

松野　　央 鈴木　　晋 伊藤　貴能 山崎　大介 鈴木　　巧

村越　　潤 川端　常弘 大石　夕貴 齊藤　友保 冨永　昌彦

（１２名）東部４・中部４・西部４

期　　日 １月２９日（日） 救護　 藤田 孝明

審判会議 9時30分 阿部　光好 西川　勝啓 磯部　拡美 今井　靖史 須田　直之

開 会 式 10時00分 加賀谷　保 西川　孝治 稲川　郁子 高山　知久 疋田　公孝

会　　場 県 武 道 館 （２試合場） 堀内　　光 井口　往彦

（２４名）東部６・中部１０・西部８

期　　日 ２月１９日（日） 救護　 白井 康二

審判会議 8時30分 阿部　光好 菊地　勝義 宮本　哲也 辻本　光裕 谷　　明弘

開 会 式 9時00分 神山　信之 石田　　隆 根本　哲郎 伊藤　路照 森下　二美

会　　場 県 武 道 館 （４試合場） 佐野　宏明 田多　健二 宮島　紳幸 牧田　若奈 飯沼　元紀

入江　　翼 酒井　義之 渡邊　正人 高山　知久 白井　恵子

落合　寿夫 森田　賢一 岡本　　孝 鈴木　　巧

　　 ※　中体連・高体連の試合に指定された審判ができない場合の対応について

　　 　・各事務局より出席依頼の委嘱状が届きますので、それに従ってください。

　　※　中体連・高体連以外の指定された大会の審判ができない場合の対応について

◎審判長　疋田 公孝

　審判長連絡先　　稲 川 郁 子 inagawa@nittai.ac.jp　　渡 邉 達 也 090-3157-1719

２０２２県大会審判員割当表

　    中村　航先生へ連絡

県　柔　道　祭

　    中村　航先生へ連絡

全国高校選手権・県予選・男女個人

　　　・欠席する場合は、試合２週間前までに代替審判員を指名し、審判長に連絡してください。

◎審判長  渡邉 達也　

全国少年柔道大会県予選

　※審判の変更等については、

全国高校選手権・県予選・男女団体

090-5609-9274

◎審判長　稲川 郁子　　　　

　　　・無断欠席は試合運営に影響するので厳禁とします。

  090-4796-5271090-5605-6148

◎審 判 長  渡邉 達也　

　※審判の変更等については、

　　　・その他不都合がある場合は、下記の各支部責任者に連絡してください。

　　　　　　　東部支部 … 望 月 優 映　　　中部支部 … 髙 田 幸 治　　　西部支部 … 藤 田 明 啓

全日本選手権県予選男女


