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 春の暖かい日差しが気持ちのいい季節となりました。皆様にはお変わりございませんでしょうか。 

朝飛少年柔道場・友の会（後援会）も発足して２年が経ちました。皆様の多大なるご支援、ご協力により 

朝飛道場の活躍が顕著に表れております。 

今後とも朝飛少年柔道場・友の会（後援会）では、夢と希望を持つ少年少女を、支援して行く所存でござ

います。皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。 
 

                         朝飛少年柔道場・友の会（後援会）役員一同 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          
 

 
                                       
 

 
 

                                    
 

                                

 

㈱アイネット、㈲内山タイヤ―、エバーグリーンホーム、華正樓、神谷コーポレーション、㈲川崎商事運輸、神田まつや、 

㈱笹森、㈱三技協、㈱三高商事、NPO法人柔道教育ソリダリティー、㈱ソブリンジャパン、㈱タイトー、 

㈱ダイワコーポレーション、㈲竹内商事、㈱テレビ神奈川、㈱東洋マーシャルアーツディストリビューション、中野運輸㈱、 

㈱平林青果、湯河原温泉ふきや、本間運送㈱、丸叶食品有限会社、株式会社ユニバル、横浜東ライオンズクラブ、 

㈲義雅企画、ル・ニコ・ア・オーミナミ、㈱レジオンズ                                

（５０音順） 

http://www.inet.co.jp/company/
http://www.uchiyama-tire.co.jp/
http://www.ever-chigasaki.com/
http://www.kaseiro.com/
http://www.kamiya-yokohama.co.jp/
http://www.kanda-matsuya.jp/
http://www.sangikyo.com/jp/index.html
http://www.sovereignjapan.ecnet.jp/
http://www.daiwacorporation.co.jp/
http://www.tvk-yokohama.com/
http://le-nico-a-ominami.com/
http://www.rezions.com/info.html
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世界柔道選手権大会 男子 100 ㎏級 初代表 
 

  この度、朝飛道場 OB 羽賀龍之介君（旭化成）が、2015 世界柔道選手権男子 100 ㎏級代表に決まりました。 

4月 4 日～5日に福岡県で行われました、全日本選抜柔道体重別選手権では、惜しくも準決勝で敗退してしまいましたが、 

2月 14 日～15日にイタリアで行われた、ヨーロッパオープン・ローマ大会ではオール一本勝ちで優勝。 

また、2月 20日～22日にドイツで行われた、グランプリ・デュッセルドルフ大会では、2 回戦で優勢勝ちを上げた以外は、 

全て一本勝ちと圧倒的な強さで 2大会連続優勝という輝かしい功績が認められ代表となりました。 

  今年の 2015世界柔道選手権はカザフスタン・アスタナで 8月 24日～30日に開催されます。昨年、男子 100㎏級は、 

日本柔道の歴史上初となる、世界選手権出場を見送るという苦渋の決断をされました。今大会では去年出場出来なかった分、 

アスタナで伝家の宝刀内股を武器に、一気に頂点に駆け上って来年行われる、リオデジャネイロオリンピックへ繋げて欲しいです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

世界柔道選手権大会 女子団体戦 代表 
 

  この度、朝飛道場 OG 山本杏さん（国士舘大学 3年）が、2015世界柔道選手権女子団体戦代表に決まりました。 

山本さんは先に行われました、全日本選抜柔道体重別選手権決勝で、ロンドンオリンピック金メダリストの松本薫選手に 

ゴールデンスコア（延長戦）の末、反則ポイント 1つの差で惜しくも敗退してしまい準優勝でした。しかし山本さんは 

昨年 2 月のグランドスラム・パリ大会で並み居る強豪を撃破し優勝をものにすると、つづく 9月に行われた 

アジア大会（韓国）でも、個人団体共に優勝という輝かしい成績を収められました。 

山本さんは 2012年サルバドール大会団体戦（ブラジル）、2013年リオデジャネイロ大会団体戦（ブラジル）と 

出場しており、今回の出場で 3回目の出場となります。また山本さんは 2013年リオデジャネイロ大会（ブラジル）個人戦で 

女子 57 ㎏級にも出場し第 5 位という成績も収められております。今大会、個人戦での代表は惜しくも叶いませんでしたが、 

団体戦での活躍が期待されます。昨年日本は、準決勝で敗退をしておりますが、今年は昨年の屈辱を晴らしメインポールに 

日の丸を上げてくれることでしょう。 

 

OBOG結果報告                            
 

全日本柔道選抜体重別選手権大会 
 
             ２０１５年４月４日（土）～５日（日） 於 福岡県・福岡国際センター 
 
    羽賀 龍之介（旭化成） 男子 100㎏級 第３位     山本 杏（国士舘大学 3年） 女子 57㎏級 準優勝 

 

    釘丸 太一（センコー） 男子 90㎏級   第３位 
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新春横浜スポーツ人の集い        ブルーネルさん（フランス）来場 
                                    
                         ２月２６日にフランスより、ブルーネルさんが来場 
                         されました。ブルーネルさんは、フランスにて柔道 
                         の練習を行い、こよなく柔道を愛しており、お仕事 
                         の関係で日本に来られた際、朝飛館長の友人を通じ 
                         て朝飛道場に来られました。 
                          
 
 
 
 
新春横浜スポーツ人の集いが１月２６日に、 
横浜文化体育館にて行われ、横浜市に属する 
団体及び個人選手に年間の中で優秀な成績を 
納めた選手に横浜市体育協会より表彰されま 
す。本年、朝飛道場も全国少年柔道大会、 
全日本少年少女錬成大会、全日本選抜少年柔 
道大会の優勝により優秀団体として表彰して 
頂きました。                   事務局 鷹木精次より報告です          
 
事務局長 朝飛陽子より報告です      
 

平成 26年度 朝飛道場表彰会             2015.2.24   
 
この朝飛道場表彰会は、本年度優秀な成績を収めた選手 

並びに各先生方から賞が贈られます。今年も多くの選手が 
活躍をしてくれました。また各先生方の賞では、挨拶が 
しっかり出来ていたから賞を貰った生徒もいれば、毎日の 
稽古に妥協がなく日々精進している事を評価され賞を貰っ 
た生徒もいました。 
 
主な成績 
【小学生】 

全国少年柔道大会 優勝 
    全日本少年少女錬成大会  

             低学年・高学年 ダブル優秀賞（ブロック優勝）        （写真：小学生高学年） 
     全日本選抜少年柔道大会 優勝 
 

     工藤海人 全国少年柔道大会  ６年生の部 優勝 
          全国小学生学年別柔道大会 
                   ５０㎏超級 準優勝 
 

     朝飛太陽 全国小学生学年別柔道大会 
                   ４５㎏級  準優勝 
【中学生】 

朝飛七海 全国中学校柔道大会 ６３㎏級 準優勝 
          関東中学校柔道大会   〃   優勝           （写真：小学生低学年） 
 
     明石ひかる  全国中学校柔道大会 ５２㎏級 第３位 
          関東中学校柔道大会  〃   準優勝 
 

     新井雄士 関東中学校柔道大会 ５５㎏級  優勝 
 

     朝飛真実 関東中学校柔道大会 ７０㎏級 準優勝 
 
 ～今年度最も活躍した選手～ 
     工藤 海人（小６） 
 
※各選手に贈られたトロフィーは、一部後援会支援金より製作されたものです。    （写真：工藤海人君） 
 
事務局 鷹木精次より報告です                                   
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卒業生送別会                 2014.3.11    
 
 今年も多くの朝飛道場生が卒業致しました。卒業生送別会を 3月 11日に開催し、在校生からの歌のプレゼントや演芸を
披露したりして楽しく行われました。また卒業生の挨拶では、色々な思い出やこれからの抱負などを話してくれ、 
ひとりひとりの成長を感じ大変嬉しく思いました。ここで卒業生の進学紹介をさせて頂きます。 
  
【進学先紹介】 
 
 明石 ひかる 渋谷教育渋谷高等学校（東京都）     黒多 涼雅  学習院高等科（東京都） 
 

 朝飛 七海  桐蔭学園高等学校（神奈川県）      小泉 救   中央大学附属横浜高等学校（神奈川県） 
 

 新井 雄士  日本大学高等学校（神奈川県）      鈴木 康鷹  東海大学付属甲府高等学校（山梨県） 
 

 伊藤 慕呼  日本大学第三高等学校（東京都）     中山 雄介  桐蔭学園高等学校（神奈川県） 
 

 石崎 菜実  白鵬女子高等学校（神奈川県）      永島 勝太  日本学園高等学校（東京都） 
 

 親川 兼明  武相高等学校（神奈川県）        藤田 宏紀  県立新羽高等学校（神奈川県） 
 

 織茂 友多郎 国士舘高等学校（東京都）        松野 唯人  麻布高等学校（東京都） 
 

 金丸 真翔  麻布高等学校（東京都）         峰本 祐汰  東海大学付属甲府高等学校（山梨県） 
 

 工藤 仁   日本大学高等学校（神奈川県）      山﨑 双葉  日本大学第三高等学校（東京都） 
 

（合計 18名） 
 

※後援会支援金より、帯を製作し卒業生に贈呈致しました。友の会（後援会）の皆様ありがとうございました。 
                                   
 

試合結果報告                         
 

神奈川県中学校柔道大会 男子・女子個人戦 
 
                   ２０１５年１月３１日（土） 於 神奈川県立武道館 
           
    男子個人戦 ５０㎏級 第３位 林  航輝（横浜市立六角橋中学校） 
 

 ５５㎏級 準優勝 須永 廉也（横浜市立瀬谷中学校） 
       
      ７３㎏級 準優勝 藤江 知樹（川崎市立富士見中学校） 
 
女子個人戦 ７０㎏級 優 勝 朝飛 真実（横浜市立六角橋中学校） 

 
 

第３５回全国少年柔道大会 神奈川県予選 
 

２０１５年３月２１日（土・祝） 於 神奈川県立武道館 
 
    小学生団体戦 優 勝 
 
          １回戦 朝飛道場 ５－０ 愛柔会 
          準決勝  〃   ２－０ 小川道場 
          決 勝  〃   １－０ 古賀塾 
 
 
 
   ※５月５日（火・祝）東京都・講道館にて行われる第３５回全国少年柔道大会に出場致します。 

                                                 


