
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日 時  令和４年 8 月７日(日)  AM９：００～ 
■会 場  ひなた武道館 柔道場 

主  催 （公社）宮崎県柔道整復師会 

後  援  宮崎県柔道連盟 

      宮崎県柔道場連盟 

      宮崎地区柔道会 

      宮崎日日新聞社 

      宮崎県柔道整復師会協同組合 

令和３年度日整全国少年柔道大会代表選手 

宮崎県柔道整復師会杯争奪少年柔道大会 

第 2１回 

宮崎県柔道整復師会形競技会 

第６回 



 

 

 公益社団法人 

宮崎県柔道整復師会は 
 柔道を学ぶ 
    少年 少女 
 指導者の皆様を 
     応援します。 
 
 
ガンバレ 
  柔道 ニッポン！ 



 挨 拶 
 

公益社団法人宮崎県柔道整復師会 
会長 奈須 開生 

 
 盛夏の候、皆様におかれましては、益々ご清栄の事とお喜び申し上げま

す。 
新型コロナウイルス感染症が発生して、今年で三年目を迎え、３回目の

予防接種も行いましたが、宮崎県は、第７波が発生し、感染状況は下げ止

まりにあります。 
柔道はコンタクトプレーが多いスポーツですので、練習を休まざるを得

ない日があったと考えています。この柔道大会もコロナ禍の中、順延にな

り、3 年ぶりの開催となります。今年も、各道場及び関係各位の皆様のご

協力によりまして、柔道大会に出場する子供達が、23 チーム 133 名、形

の部 7 チーム 9 組が集まりました。 
上位入賞者から選考された宮崎県代表は、11 月 20 日に行われる、日整

全国少年柔道大会、及び、日整全国少年柔道形競技会に出場します。 
日頃の練習の成果を遺憾なく発揮し、自分の価値ある目標に向かって努

力して下さい。そして勝つことのみが目標ではなく、勝つ為にどの様な努

力をしたかが大切です。また、皆様を育ててくれた両親や、家族、良きラ

イバル、休日返上で指導に当たって頂いた先生方に対して、感謝の気持ち

を忘れないで下さい。選手の皆様の健闘を心からお祈り致します。 
こうして 21 年間、多くの先輩達が、幾多の試合で、見ごたえのある熱

戦・接戦を繰り広げ、応援する皆様の心に残る感動を与えてきました。そ

の先輩達が親になり、その子供達が参加するというケースが出てくる程、

長い間、皆様に親しまれているのは、歴代指導者を始め、諸先輩が作り上

げたものを、変わらぬ思いで受け継いで来ているからだと思います。 
最後になりましたが、当会の主旨を理解し、ご尽力頂きました諸先生方

を始め、関係各位の皆様には、厚く御礼申し上げあると共に、今後も更な

るご支援ご鞭撻をお願い致します。 
令和 4 年 8 月 7 日 



次   第 

1. 開会式 

（1） 役員・選手整列 

（2） 開 会 宣 言 大会委員長       坂本  慎吾 

（3） 国 歌 斉 唱 

 

（4） 挨     拶 宮崎県柔道整復師会会長 奈 須 開 生 

        宮崎県柔道連盟会長   鳥 居 敏 文 

（5） 試合場 の 注意 審判長          遠矢  定 

（6） 選 手 宣 誓 ミヤザキッズ      三浦 凰雅     

（7） 役員・選手退場 

    

2. 試合 

3．形競技大会 

4. 閉会式 

（1） 役員・選手整列 

（2） 成 績 発 表 総務委員長      國 方 昭 弘 

（3） 表     彰 大会会長       奈 須 開 生 

（4） 全国大会出場選手・監督紹介 

（5） 閉 会 宣 言 大会委員長      坂 本 慎 吾 

（6） 役員・選手退場 



 

大 会 役 員 

 

大 会  会 長 宮崎県柔道整復師会   会    長  奈 須 開 生 

大会 副会長 宮崎県柔道整復師会   副 会 長  山 内    眞 

大会 相談役     〃       相 談 役  中 西 生 男 

大会 相談役     〃       相 談 役  今 村 時 雄 

顧   問  宮崎県柔道連盟     会  長  鳥 居 敏 文 

                 〃        理 事 長  矢 野 賢 悟 

       宮崎県柔道場連盟    会  長  西 田 和 孝 

 

大会委員長  宮崎県柔道整復師会         坂 本 慎 吾 

 

大会 委員  ・國 方 昭 弘   ・甲 斐 孝 典  

・増田 輝     ・相 馬 崇 宏  

 

 

 



 

競 技 委 員 

競技委員長  見原 道生 

競技 委員  野田丈雄・田原秀紀・坂本慎吾 

       山口興志・中村友久・坂本敏宏 

審 判 長  遠矢 定 

審 査 員  甲斐浩二 ･ 奈須開生 ･木下勝巳 ･ 矢野賢悟・坂口洋和 

審 判 員   阪本伸幸・増渕 樹・廣木秋良・坂本智明・森本誠 

山下浩一・ 矢野直幸 ・ 橋口千春 ･ 日髙 誠・宝 実 

 村山賢斗・吉田光一郎・吉田敏一・瀬戸山浩二 

奈須康哲・中武誠・畑村亜希・松本浩一・黒木聡美 

別府隆則・寺田武志・石川德次 

総   務  國方 昭弘 

受   付  野田  丈雄・甲斐  孝典 

式 典 係  坂本 慎吾・鳥入 玲子・塩畑 茜 

公式 記録  相馬  崇宏・増田 輝 

広   報  清原 真哉 

進行・放送  國方  昭弘 

総   合  山内 眞 

記録・掲示・時計 

 第１試合場 山口 興志・塩畑 茜    中学生２名 

 第２試合場 中村 友久・横山 智謙   〃 

 第３試合場 鳥入 玲子・河野 厚志   〃     

救   護  奈須接骨院  平坂 武士 



番号 氏　名 所　属 番号 氏　名 所　属
1 八幡咲空　 延岡警察署少年柔道クラブ 23 菊地結心　 生目道場

2 高橋奏慶　 延岡少年柔道クラブ 24 的場碧瑛　 宮崎地区柔道教室

3 古賀穂里 25 奥　麻璃愛　 志道館
4 岩下小梅　 26 荒平龍人　 姫城柔道倶楽部

5 斎藤達斗　 門川柔道スポーツ少年団 27 益田蒼空　
6 小松海空　 28 赤塚康太　
7 小西辰幸　 29 三島大輝　 都城武道館
8 安田雷成　 坂本柔道塾 30 三島千春　
9 岩切瞳真　 31 徳田昂亮　
10 田中透汰　 直心館奈須道場 32 上野陽万　 柔技館

11 木浦大輝　 西都警察署少年柔道クラブ 33 田美洸　
12 岩村章佑　 高鍋警察署少年柔道クラブ 34 松野明愛　
13 有川光一郎 35 城後遼馬　 高橋柔道場
14 河野龍人　 36 原口龍生　
15 平方健琉　 新富柔道スポーツ少年団 37 髙嶺空弘　 寿栄館

16 田代來々樺　 38 黒木穂華　 昇志館
17 西府宏埜　 39 新地怜碧　
18 齊藤鳳斗　 海正館 40 川畑海稀　
19 松村朋哉　 41 外村翔我　 Ｊクラブ
20 平原愛斗　 42 南　侑李　
21 川村旺志郎 ミヤザキッズ
22 落合優真　 明道館柔道場

小学4年生の部



番号 氏　名 所　属 番号 氏　名 所　属
1 増渕陽那大 延岡少年柔道ｸﾗﾌﾞ 29 田中　輝　 都城武道館
2 甲斐宗亜　 延岡警察署少年柔道クラブ 30 野崎絢乃　 柔技館

3 菅野嵐蘭　 門川柔道スポーツ少年団 31 小田絆愛　
4 大森辰義 坂本柔道塾 32 藤山輝道　 高橋柔道場

5 髙本優雅 33 加藤皇成　 寿栄館
6 坂本　翼 34 大渡かりん　 昇志館
7 三樹龍之介 直心館奈須道場 35 福岡桜愛　
8 森田悠響　 誠柔館 36 別府憂海　
9 黒木隼矢　 37 中西徳満　 Jクラブ
10 日高大翔　 高鍋警察署少年柔道クラブ 38 南　煌人　
11 岡本ひより　 西都警察署少年柔道クラブ 39 柿元未来　 えびの署少年柔道クラブ

12 黒田采優　
13 新垣湊大　 新富柔道スポーツ少年団

14 松村悠右　 海正館

15 染矢大智　 明道館柔道場

16 佐藤大峨　 生目道場

17 松浦奈々心
18 山之内清将
19 石崎紗羽乃
20 黒木涼太　 　　　　宮崎柔道教室
21 藤山智也　 警察学校少年柔道教室

22 末原栞凪　 高岡天桜館
23 田代愛海　
24 鵜島鉄生　 姫城柔道倶楽部

25 天神煌士郎
26 牛谷瑠衣　
27 宮里日葵　 都城武道館
28 福重　蘭　

小学5年生の部



番号 氏　名 所　属 番号 氏　名 所　属
1 甲斐朝陽 延岡警察署少年柔道クラブ 31 稲毛未来　 　　　　生目道場
2 山内野々花 32 日髙琉都　 高岡天桜館
3 小野　亮 延岡少年柔道ｸﾗﾌﾞ 33 田代優空　
4 荒木心之介 34 秋田大芽　　 姫城柔道倶楽部
5 古賀辰優　 35 鵜島太尊　
6 甲斐優歩　 36 岩切琥樹　　
7 菅野星空　 門川柔道スポーツ少年団 37 後藤夏弦　 都城武道館
8 長友煌虎　 38 樋口僚真　
9 長友珀虎　 39 半代　想　
10 安田蘭禾　 坂本柔道塾 40 原口虎生　 　　　　　高橋柔道場
11 岩切碧志　 41 鶴田大輝　 　　　　　　寿栄館
12 山口碧美　 42 岩満清志郎
13 佐藤陽悠　 直心館奈須道場 43 髙木琥空　
14 黒木　航 誠柔館 44 鈴木成龍　 　　　　　　Ｊクラブ
15 黒木璃音　 45 税所篤正　
16 日高翔真　 高鍋警察署少年柔道クラブ 46 山口れいな　
17 石本詩音　 47 末山　真　 えびの警察署少年柔道クラブ

18 藤本マリア　 48 宮原　稟　
19 橋口颯汰　 西都警察署少年柔道クラブ 49 南郷龍登　 寺山道場
20 伊藤弘一郎　 50 脇一心　
21 緒方月虎　 51 村橋悠希　
22 樋口侑豊　 　新富柔道スポーツ少年団

23 野村琉太　
24 齊藤天虎　 海正館

25 三浦凰雅　 ミヤザキッズ
26 染矢虎太郎 明道館柔道場
27 宮里凌豪　
28 谷口琉夏　
29 森山　平　 生目道場
30 松浦拓摩　

小学6年生の部



 
審判員割当表（順不同） 

 

審判長  遠矢 定  ◎各試合場責任者 

  第 1 試合場   第 2 試合場   第 3 試合場 
   6 年生    5 年生    4 年生 
 ◎阪本 伸幸  ◎矢野 直幸  ◎宝  実 
  山下 浩一   石川 徳次    橋口 千春 
  村山 賢斗  増渕  樹   寺田 武志 
  中武 誠  畑村 亜希   日髙 誠

 
  瀬戸山 浩二   松本 浩一

 
  別府 隆則  

   黒木 聡美  坂本 智明   吉田 光一郎 
  奈須 康哲 吉田 敏一   廣木 秋良 
       
 

 

           形審判員 
 

◎甲斐 浩二  奈須 開生  木下 勝巳  矢野 賢悟  坂口 洋和  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

試合場説明図  

正 面 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

◎尚、各試合場は３位決定戦まで行い決勝戦はすべて第１試合場で行う。 
    
    
 

 

  第 2 試合場 

   ５年生 

  

  第 1 試合場 

   ６年生 

 

  第 3 試合場 

   ４年生 

  



　　　　　　大　会　要　項

１．大会名 第21回宮崎県柔道整復師会杯争奪少年柔道大会
（兼）文部科学大臣杯争奪第31回日整全国少年柔道大会予選会

2．主　催 公益社団法人 宮崎県柔道整復師会

3．後　援 宮崎県柔道連盟・宮崎地区柔道協会
宮崎日日新聞社・宮崎県柔道場連盟

4．日　時 令和4年8月7日（日）

5．時　間 審判会議　８：３０　　　開会式　９：００　　　試合開始　９：２０
6．会　場 ひなた武道館 柔道場

TEL 0985-58-5151

7、参加資格 （１）監督と出場選手は平成30年度全日本柔道連盟に登録済みである事。
（２）出場選手は４年生・５年生・６年生（但し、３年生以下の参加は認めない）
（３）各所属団体責任者の引率が無い選手は出場資格が無いものとする。
（４）スポ－ツ安全保険に加入している事。

8、実施要項 （１）各団体、各学年、３名以内
　　　但し、昨年度の日整全国大会出場者は推薦として別枠とする。
（２）選手変更は開会式前までに、監督が事務局に申し出る事により認める。

9、試合方法 （１）トーナメント方式の各学年別個人戦とし、3位決定戦を行う。
（２）試合は国際柔道連盟試合審判規定（少年規定）によって行う。
　　　（勝敗の判定は僅差をもって必ず優劣を判定する。）
（３）試合時間は２分間とする。
（４）不測の事態が生じた場合の処置は、審判長に一任する。

10、表　彰 （１）1位、2位、3位を表彰する。
（２）最優秀選手１名を表彰する。

11、代表選手 4年生の1位、5年生の1位及び2位、6年生の1位及び2位の5名を
第32回日整全国少年柔道大会に宮崎県代表として派遣する。
代表選手に事故ある場合は、次位選手をあてる。
5名の宮崎県代表選手には、全国大会用柔道着を公益社団法人
宮崎県柔道整復師会から贈ることとする。

12、代表監督 代表監督は、公益社団法人 宮崎県柔道整復師会が指定する。

13、その他 （１）スポーツ障害保険については、各団体において事前に加入しておく事。
（２）大会当日の事故については、応急処置は施すが主催者において
　　責任は負わない。
（３）試合中の監督・コーチの指示や応援については、主審の『まて』
　　から『始め』までの間のみ可とする。保護者の応援も同様とする。
（４）監督・コ－チ・一般の声援でも審判員を侮辱するような暴言が
　　あった場合、審判員会議の上退場とする。
　　また声援の中でも『教育的配慮に欠ける』応援も厳重に注意する。



第21回柔整師会杯少年柔道大会

R4年8月7日

１位　　  ２位　　  ３位　 ひなた武道館柔道場

柔道

5-3

2-1 2-9

1-1 1-5 原口 (高橋)

3-1 3-5

2-2 2-10

5 松村 (海正館)
1-2 4-1 4-3

6 城後 (高橋)

2-3 2-11

8 木浦 (西警) 1-3 1-6 安田 (坂本) 27

9 新地 (昇志館) 3-2 3-6 平方 (新富) 28

10 河野 (高警) 1-4 1-7 的場 (宮教) 29

11 徳田 (都武) 2-4 2-12 南 (J) 30

5-1 5-2

6-1

2-5 2-13

1-8 西府 (新富) 33

3-3 3-7 田中 (奈須) 34

2-6 2-14

4-2 4-4 1-9 岩村 (高警) 37

2-7 2-15 岩切 (坂本) 38

3-4 3-8

1-10 赤塚 (姫城) 40

2-8 2-16 上野 (柔技) 41

益田 (姫城) 24

(高警) 26

4220 小西

19 奥 (志道館)

(門川)八幡

古賀 (延少) 36

18 松野 (柔技) 川村 (ミヤキ) 39

17 岩下 (延少)

16 田代 (新富)

15 吉田 (柔技) 平原 (海正) 35

三島大輝 (都武) 31

13 三島千春 (都武) 32高嶺 (寿栄館)

14 黒木 (昇志館)

(延警)

３位決定戦

3 川畑 (昇志館)

12 斎藤 (門川)

外村 (J)7

23

高橋 (延少) 25

有川

4 荒平 (姫城)

1 菊地 (生目)

齊藤 (海正館)

2 落合

21

(明道館) 22

小松 (門川)

小学校4年生の部



第21回柔整師会杯少年柔道大会

R4年8月7日

１位　　  ２位　　  ３位　 ひなた武道館柔道場

柔道

5-3

2-1 2-9

1-1 1-4

3-1 3-5

2-2 2-10

4-1 4-3

2-3 2-11

3-2 3-6

1-2 1-5

2-4 2-12

5-1 5-2

6-1

2-13

2-5 1-6

3-3 3-7

2-6 2-14

4-2 4-4

2-7 2-15

3-4 3-8

1-3 1-7

2-8 2-16

小学校五年生の部

1 佐藤 (生目)

牛谷 (姫城) 22

20

(奈須) 黒田 (西警) 21

松浦 (生目)

藤山 (警学)

３位決定戦

3 黒木 (宮教)

(坂本)

9 甲斐 (延警)

2 三樹

6 南 (J) 小田 (柔技館) 25

5 鵜島 (姫城) 大渡 (昇志館) 24

田中 (都武) 26

8 松村 (海正館) 末原 (高岡) 27

7 坂本

福岡 (昇志館) 28

30石崎 (生目)

11 加藤 (寿栄館) 田代 (高岡) 31

13 染矢 (明道館) 福重 (都武) 33

14 天神 (姫城)

大森 (坂本)

柿元 (えびの警) 34

16 新垣 (新富) 山之内 (生目) 36

37

35

(誠柔館)

17 黒木 (誠柔館)

39

中西 (J) 38

19 別府

18 藤山 (高橋)

(昇志館)

野崎 (柔技館) 23

15 増渕 (延少)

10 菅野 (門川) 宮里 (都武) 29

髙本 (坂本)12 岡本 (西警) 32

日高 (高警)

4 森田
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宮里

松浦

日髙 (高岡)
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長友煌虎

2 原口 (高橋)

5 齊藤 (海正館)

8 秋田 (姫城)

小学校六年生の部

1 三浦 (ミヤキ)

３位決定戦

3 野村 (新富) 半代 (都武) 28

4 村橋 (寺山) 宮原 (えびの警) 29

山口 (坂本) 30

6 緖方 (西警) 石本 (高警) 31

末山 (えびの警) 32

7 古賀 (延少) 稲毛 (生目) 33

山内 (延警） 34

9 岩切 (坂本) 藤本 (高警) 35

10 黒木璃音 (誠柔館) 安田 (坂本) 36

谷口 (明道館) 38

11 髙木 (寿栄館) 田代 (高岡) 37

12 染矢 (明道館)

(奈須) 樋口 (都武) 42

甲斐 (延警)

39

13 森山 (生目) (高警) 40

14

(門川)

小野 (延少)

18 鈴木 (J)

20 荒木

21

19 後藤 (都武）

長友珀虎 (門川)黒木航

橋口

48
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25

山口 (J)

岩満 (寿栄館)

24 鵜島 (姫城)

16

(誠柔館)

(延少)

22 樋口 (新富) 脇 (寺山)

17 南郷 (寺山) 岩切

15 佐藤

26

51

税所 (J)
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49

47

(延少) 鶴田 (寿栄館) 46

(姫城) 44

日高

50
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　　　　　　大　会　要　項

１．大会名 第6回宮崎県柔道整復師会形競技会
（兼）文部科学大臣杯争奪第12回日整全国少年柔道形競技会予選会

２．主　催 公益社団法人  宮崎県柔道整復師会
３．後　援 宮崎県柔道連盟・宮崎地区柔道協会

宮崎日日新聞社・宮崎県柔道場連盟
４．日　時 令和4年８月7日（日）

第21回宮崎県柔道整復師会杯争奪少年柔道大会終了後

５．会　場 ひなた武道館 柔道場

TEL 0985-58-5151

６、出場資格 （１）監督と出場選手は平成30年度全日本柔道連盟に登録済みである事。
（２）出場選手は４年生・５年生・６年生（但し３年生以下の参加は認めない）
（３）各所属団体責任者の引率が無い選手は出場資格が無いものとする。
（４）選手変更は開会式前までに監督が事務局に申し出る事により認める。
（５）スポ－ツ安全保険に加入している事。

７、選手団 （１）構　成　　監督　１名　選手　２名
（２）参加チ－ムに制限は設けない。

８、競技種目 投の形（手技・腰技・足技のみ）計９本
９、競技方法 （１）５名の審査員で構成し、演技は各組１回とする。

（２）審査員５名の採点のうち、最高点と最低点を除いた３名の
　　　審査員の合計を１1０点満点に換算し順位を決定する。
（３）取・受を一体と見て評価し、『形』の技、及び『礼法』、
　　　『全体の流れ』を各１０点満点で採点する。
（４）その他、審査基準の細部については、別途定める。
（５）その他、不測の事態が生じた場合の処置は、審査委員長に一任する。

１０、会　議 審査員、監督会議は競技開始前に会場にて行う。
１１、表　彰 優勝・準優勝・第３位を表彰する。
1２、その他 （１）スポーツ障害保険については、各団体において事前に加入しておく事。

（２）大会当日の事故については、応急処置は施すが主催者において
　　　責任は負わない。
（３）試合中の監督・コーチ・応援者は静粛に観覧すること。
（４）競技は、柔道の第２試合場で行います。

形競技会出場チ－ム（エントリ－順）
　取

坂本柔道塾　 山本　晴也 坂本　翼
坂本柔道塾　 安田　蘭禾 山口　碧美

　宮崎地区柔道教室 的場　碧瑛 黒木　涼太
振氣塾 柳田　京介 阿部　恭也
生目道場 佐藤　大峨 石川　紗羽乃

　　　　生目道場明道館 谷口　琉夏 寺下　結子
明道館 宮里　凌豪 山之内　叶真

えびの警察署少年柔道クラブ末山　真 柿元　未来
　直心館奈須道場 佐藤　陽悠 三樹　龍之介

（注）大会当日は柔道場入口での最初の受付時に抽選で順番を決めます。

　受　　道場名



 

 

令和 4 年宮崎県柔道整復師会杯争奪 

少年柔道大会 

けがをしたら整(接)骨院へ 
こんな時は、すぐに整(接)骨院！ 

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷(肉離れ) 
 

社団に所属する多くの会員が柔道を 
はじめとして各種のスポ－ツの指導 
をしています。 
心をこめた指導と敏速なけがへの対 
応で地域の皆様方のお役に立ってい 
ます。 何でもご相談ください。 

 

（公社）宮崎県柔道整復師会 
会長 奈 須 開 生 

 

宮崎市神宮東 3 丁目 9 番地 37 号 

ＴＥＬ０９８５―３５―５１７７ 

ＦＡＸ０９８５―３５―５１７８ 



 

 

 
 
 

 

宮宮崎崎県県柔柔道道整整復復師師会会  

会会員員名名簿簿  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 古庄　新  古庄整骨院 882 ‐ 1101  西臼杵郡高千穂町三田井6428 0982 ‐72‐3406

 芹口　福盛  せりぐち整骨院 882 ‐ 0864  延岡市塩浜町1-1534‐13 0982 ‐35‐2883

 津島　貢二  津島整骨院 883 ‐ 0035  日向市春原町1丁目67‐2 0982 ‐52‐0988

 猪俣　省五  猪俣接骨院 882 ‐ 0832  延岡市西小路2‐1 0982 ‐34‐3260

 原田　毅  原田整骨院 882 ‐ 0803  延岡市大貫町4丁目1340‐6 0982 ‐21‐7647

 中野　博  中野整骨院 883 ‐ 0024  日向市大字財光寺字往還町28 0982 ‐54‐2500

 佐々木　昭徳  光徳鍼灸接骨院 882 ‐ 0874  延岡市伊達町1丁目45‐2 0982 ‐21‐0220

 佐々木　光宏  光徳鍼灸接骨院 882 ‐ 0874  延岡市伊達町1丁目45‐2 0982 ‐21‐0220

 山元　一孝  日向整骨院 883 ‐ 0012  日向市江良2丁目30 0982 ‐54‐7635

 大川原　一彰  大川原整骨院 889 ‐ 0511  延岡市松原町1丁目2‐17 0982 ‐37‐7890

 奈須　開生  奈須接骨院 883 ‐ 0014  日向市原町3丁目1‐24 0982 ‐52‐2600

 奈須　康哲  奈須接骨院 883 ‐ 0014  日向市原町3丁目1‐24 0982 ‐52‐2600

 黒木　浩二  黒木接骨院 889 ‐ 0623  東臼杵郡門川町宮ヶ原1丁目49 0982 ‐63‐6649

 甲斐　浩二  甲斐整骨院 882 ‐ 0863  延岡市緑ヶ丘3丁目5‐8 0982 ‐21‐7778

 國方　昭弘  くにかた整骨院 882 ‐ 0027  延岡市大門町181番地1 0982 ‐21‐5400

 茨木　孝志  いばらぎ整骨院 882 ‐ 1101  西臼杵郡高千穂町三田井1462 0982 ‐72‐2366

 木原　太  北浦整骨院 889 ‐ 0301  延岡市北浦町古江2430‐3 0982 ‐45‐2231

 田中　達也  田中整骨院 882 ‐ 0031  延岡市中川原町1丁目4590‐4 0982 ‐33‐0568

 坂本　敏宏  さかもと接骨院 882 ‐ 0856  延岡市出北2丁目4‐22 0982 ‐26‐0140

 岩室　彰  いわむろ整骨院 882 ‐ 0837  延岡市古城町4-12 0982 ‐32‐2121

 坂本　慎吾  長福整骨院 889 ‐ 0611  東臼杵郡門川町大字門川尾末8017‐3 0982 ‐63‐0408

 是則　和良  これのり接骨院 883 ‐ 0066  日向市亀崎4丁目29番地 0982 ‐57‐4102

 髙橋　一人  三田鍼灸整骨院 889 ‐ 0513  延岡市土々呂町3丁目846 0982 ‐37‐5408

 大隈　一史  あんしん接骨院 883 ‐ 0052  日向市鶴町2丁目11-1 0982 ‐57‐3146

 日髙　文博  日高整骨院 882 ‐ 0056  延岡市岡富町14街区6・7画地 0982 ‐33‐3051

 山本　裕太郎  みやこスポーツ整骨院 882 ‐ 0056  延岡市岡富町798番地1 0982-26-2900

 田中　秀蔵  さいわい整骨院 882 ‐ 0052  延岡市荻町30-1 0982 ‐29‐3587

 藤光　茂俊  えびす整骨院 883 ‐ 0036  日向市南町8番地8号 0982 ‐57‐4080

 奈須　崇倫  やわらぎ接骨院 889 ‐ 0616  東臼杵郡門川町南町4丁目131-1 0982 ‐57‐3331

 松木　隆憲  鍼灸整骨院とらい 883 ‐ 0034  日向市大字富高字中原207-7 0982 ‐66‐5575

 鳥入　玲子  伊福接骨院 882 ‐ 0031  延岡市中川原町1‐85 0982 ‐21‐1052

延 岡 支 部(31名）



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 寺原　雅典  川北接骨院 889 ‐ 1201  児湯郡都農町大字川北4602 0983 ‐25‐3463

 森　雄三  森整骨院 881 ‐ 0015  西都市聖陵町1丁目24‐4 0983 ‐43‐3082

 岩田　行敏  都農薬師整骨院 889 ‐ 1201  児湯郡都農町大字川北4957 0983 ‐25‐1117

 白水　豪  川南整骨院 889 ‐ 1301  児湯郡川南町大字川南13593‐1 0983 ‐27‐4975

 比江島　崇  比江島接骨院 889 ‐ 1414  児湯郡新富町富田南2‐44 0983 ‐33‐0200

 河野　哲郎  高鍋接骨院 884 ‐ 0001  児湯郡高鍋町大字高鍋町842-9 0983 ‐21‐1323

 鶴田　強  整骨院鶴田 889 ‐ 1414  児湯郡新富町富田南1‐11 0983 ‐33‐2060

 大木　佑馬  大木整骨院 889 ‐ 1406  児湯郡新富町大字新田3337-1 0983 ‐33‐1171

 郡山　雅貴  西都整骨院 881 ‐ 0036  西都市右松2004番地 0983 ‐35‐4795

 寺原　晃典  尾鈴接骨院 889 ‐ 1302  児湯郡川南町大字平田1409-6番地 0983 ‐27‐3755

高 鍋 支 部(10名）



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 見原　道生  見原整骨院 880 ‐ 0907  宮崎市淀川１丁目5‐10 0985 ‐51‐3769

 長野　国雄  長野整骨院 880 ‐ 0951  宮崎市大塚町西の後3440‐1 0985 ‐53‐4058

 大山　克彦  大山整骨院 880 ‐ 0904  宮崎市中村東1丁目4‐12 0985 ‐53‐9540

 三木　慎一  三木整骨院 880 ‐ 0951  宮崎市大塚町大字池ノ内1134‐12 0985 ‐47‐5858

 荒武　建一郎  荒武整骨院 880 ‐ 0845  宮崎市新城町5番2 0985 ‐32‐2236

 坂田　勝  坂田整骨院 880 ‐ 0015  宮崎市大工町1‐11‐14　ｱｸｱﾏﾘﾝｺｰﾎﾟ 0985 ‐20‐8811

 古川　博明  古川整骨院 880 ‐ 1101  東諸県郡国富町大字本庄4304‐5 0985 ‐75‐6164

 広瀬　八澄  広瀬整骨院 889 ‐ 1607  宮崎市清武町加納3丁目31‐3 0985 ‐84‐0088

 川子　悟  川子整骨院 880 ‐ 1303  東諸県郡綾町大字南俣443‐2 0985 ‐77‐0152

 甲斐　孝典  甲斐整骨院 880 ‐ 0053  宮崎市神宮2丁目2‐20 0985 ‐29‐5969

 長野　敏男  長野整骨院 880 ‐ 0032  宮崎市霧島5丁目72 0985 ‐20‐8056

 今村　時雄  今村整骨院 880 ‐ 0951  宮崎市大塚町宮田2942‐2 0985 ‐54‐3663

 冨岡　守一  冨岡整骨院 880 ‐ 0913  宮崎市恒久4099‐2 0985 ‐53‐8112

 北田　日出夫  北田整骨院 880 ‐ 0825  宮崎市東大宮2丁目28‐26 0985 ‐22‐9123

 田嶋　稔  田嶋整骨院 889 ‐ 1604  宮崎市清武町大字船引180‐7 0985 ‐85‐6040

 大迫　勝博  大迫整骨院 880 ‐ 0036  宮崎市花ヶ島町赤江町1352‐1 0985 ‐25‐9742

 甲斐　幹二  甲斐整骨院 880 ‐ 0946  宮崎市福島町一本橋3033‐3 0985 ‐50‐7120

 宮田　忠俊  宮田整骨院 880 ‐ 0027  宮崎市西池町2‐26 0985 ‐26‐1465

 寺原　博典  てらはら整骨院 880 ‐ 0052  宮崎市丸山2丁目115‐10 0985 ‐22‐6210

 内田　恵二  内田整骨院 880 ‐ 0866  宮崎市川原町6‐16 0985 ‐28‐6939

 安井　昌二  あおば名倉堂整骨院 880 ‐ 0841  宮崎市吉村町西田甲651‐15 0985 ‐27‐3222

 野田　丈雄  野田整骨院 880 ‐ 0803  宮崎市旭2丁目2‐15 0985 ‐28‐3368

 楠元　秀彦  楠元整骨院 880 ‐ 0045  宮崎市大字瓜生野字前原2994‐3 0985 ‐41‐3823

 中馬　健  そう・けん・び整骨院 880 ‐ 0945  宮崎市福島町寺山3106-8 0985 ‐63‐5313

 坂田　勝重  城ヶ崎整骨院 880 ‐ 0917  宮崎市城ヶ崎3‐14‐8‐１０３号 0985 ‐53‐2781

 中川　晴夫  中川整骨院 889 ‐ 2536  日南市吾田西１丁目9-67 0987 ‐23‐8866

 坂本　雅夫  坂本整骨院 880 ‐ 0211  宮崎市佐土原町下田島21630‐53 0985 ‐72‐1250

 松浦　良克  松浦整骨院 880 ‐ 0212  宮崎市佐土原町下那珂3596 0985 ‐72‐1611

宮 崎 支 部(５５名)



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 清原  真哉  よつば整骨院 880 ‐ 2114  宮崎市大字富吉289-1 0985‐89‐5522

 森  孝明  森整骨院 889 ‐ 1602  宮崎市清武町大字今泉甲3669‐17 0985 ‐84‐3448

 右下　幹太  イルカ整骨院 880 ‐ 0032  宮崎市霧島3丁目79番地　加賀ﾋﾞﾙ108号 0985 ‐20‐9300

 落合　弘志  落合整骨院 880 ‐ 0816  宮崎市江平東1丁目1番7号　宮崎ﾋﾞﾙ1F 0985 ‐31‐1337

 足利　良雄  キララ整骨院 880 ‐ 0873  宮崎市堀川町１３７番地 0985 ‐29‐1997

 宮元　良薫  整骨院つばき 880 ‐ 0022  宮崎市大橋２丁目１４３－２ 0985 ‐74‐5588

 土肥　賜一郎  ゆうき整骨院 880 ‐ 0951  宮崎市大塚町大塩道下4711-4 0985 ‐83‐0757

 中村　友久  あおしま整骨院 889 ‐ 2162  宮崎市青島1-10-27 0985 ‐55‐4188

 黒江　時人  くろえ整骨院 880 ‐ 0921  宮崎市大字本郷南方4061番地 0985 ‐71‐2884

 北川　浩次  彩鍼堂整骨院 880 ‐ 0871  宮崎市大王町75-3 0985 ‐23‐0388

 牧野　崇  まきの整骨院 880 ‐ 0951  宮崎市大塚町無量寺道下３８－１７ 0985 ‐73‐8125

 原田　和幸  くにとみ整骨院 880 ‐ 1101  東諸県郡国富町大字本庄4835‐1 0985 ‐75‐8769

 松田　真幸  すずらん整骨院 880 ‐ 0035  宮崎市下北方町上田々936-8 0985 ‐73‐9171

 相馬　崇宏  そうま整骨院 889 ‐ 1704  宮崎市田野町南原1丁目17-5 サウスコーポ101 0985 ‐86‐3015

 宮永　正吉  快正堂整骨院 880 ‐ 0841  宮崎市吉村町浮之城甲５４－９ 0985 ‐89‐2345

 山口　興志  までい整骨院 880 ‐ 0052  宮崎市丸山2丁目2番地 0985 ‐26‐8083

 那須　亨浩  宮崎中央接骨院 880 ‐ 0905  宮崎市中村西2丁目10-9 0985 ‐51‐8976

 中村　真之  ひむか整骨院 880 ‐ 0902  宮崎市大淀4-7-30ダイエー宮崎店内 0985-59-0001

 大西　宏子  長野整骨院 880 ‐ 0123  宮崎市大字芳士907‐10 0985 ‐39‐9785

 玉置　真士  たまき鍼灸整骨院 889 ‐ 1704  宮崎市田野町南原1丁目18番地7 0985‐77‐9797

 中村　拓未  中村接骨院 880 ‐ 0945  宮崎市福島町壱本橋3034番地ロ 0985-69-6219

 廣瀬　曉  さくら整骨院 880 ‐ 0913  宮崎市恒久3-24-1 0985-54-0151

 今林　大輔  ゆめ整骨院 880 ‐ 0121  宮崎市島之内6763-1 090-7167-5163

 大山　耕平  大山整骨院 880 ‐ 0872  宮崎市永楽町74‐2 0985 ‐25‐2095

 鳥原　直人  よつば整骨院クロモ院 889 ‐ 1603  宮崎市清武町正手2-37-8 クロモ清武D棟 0985 ‐64‐8200

 田平　匡信  あおば天ヶ城整骨院 880 ‐ 2224  宮崎市高岡町飯田4丁目10番地5 0985 ‐82‐5000

 梶佐古　照也  つなぐ接骨院 880 ‐ 0903  宮崎市太田4丁目2番地22号長友ビル101 0985 ‐69‐5313



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 稲村　豊  稲村整骨院 889 ‐ 4301  えびの市大字原田3335‐1 0984 ‐33‐1223

 平野　利尚  平野整骨院 889 ‐ 4412  西諸県郡高原町大字西麓1331 0984 ‐42‐4829

 田原　秀紀  田原接骨院 886 ‐ 0004  小林市大字細野27‐3 0984 ‐22‐8186

 増田　輝  増田整骨院 889 ‐ 4221  えびの市大字栗下162‐3 0984 ‐35‐3825

 牛水　諭隆  うしみず整骨院 886 ‐ 0007  小林市大字真方809-12 0984 ‐48‐4100

 塩畑　茜  あかね鍼灸整骨院 886 ‐ 0212  小林市野尻町東麓2012-2 0984 ‐44‐2315

 境田　禎久  さかいだ整骨院 889 ‐ 4154  えびの市大字柳水流639 0984 ‐37‐0847

 村社　真丞  村社鍼灸整骨院 886 ‐ 0004  小林市細野96番地7 0984 ‐23‐6596

小 林 支 部(8名）



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 中西　生男  中西整骨院 885 ‐ 0051  都城市蔵原町13‐2 0986 ‐24‐3838

 宮川　義明  宮川整骨院 885 ‐ 0086  都城市久保原町9‐3‐15 0986 ‐25‐1789

 中川　隆夫  中川整骨院 885 ‐ 0051  都城市蔵原町9‐5 0986 ‐24‐2234

 山中　啓史  山中鍼灸整骨院 885 ‐ 0092  都城市南横市町8284-2 0986 ‐25‐8668

 坂元　直樹  坂元整骨院 885 ‐ 0026  都城市大王町31号12‐2 0986 ‐24‐3488

 福崎　康雄  福崎整骨院 885 ‐ 0017  都城市年見町31‐12 0986 ‐23‐0050

 和田　浩  和田整骨院 885 ‐ 1203  都城市高城町大井手58‐2 0986 ‐58‐4545

 山中　千秋  山中千秋整骨院 885 ‐ 0015  都城市千町5201‐2 0986 ‐22‐5577

 西山　勇一  西山整骨院 885 ‐ 0094  都城市都原町23‐2 0986 ‐25‐3005

 山下　明彦  山下整骨院 885 ‐ 0033  都城市妻ヶ丘町48‐14 0986 ‐24‐5539

 野邊　隆  のべ整骨院 885 ‐ 0002  都城市太郎坊町1867‐1 0986 ‐38‐5511

 前畑　祥也  前畑整骨院 885 ‐ 0081  都城市鷹尾町3丁目8‐16 0986 ‐21‐1030

 藤尾　みどり  たんぽぽ整骨院 885 ‐ 0006  都城市吉尾町894‐3 0986 ‐57‐0075

 山内　眞  山内整骨院 889 ‐ 1901  北諸県郡三股町大字樺山4672‐203 0986 ‐51‐0080

 桜田　和徳  さくらだ整骨院 885 ‐ 0011  都城市下川東3丁目16-2 0986 ‐22‐5728

 陣内　博規  陣内整骨院 889 ‐ 4505  都城市高崎町大牟田1313‐7 0986 ‐62‐0320

 崔　鍾文  崔鍼灸整骨院 889 ‐ 1902  北諸県郡三股町五本松13-9 0986 ‐57‐0507

 榮福　裕亮  えいふく接骨院 885 ‐ 0081  都城市鷹尾5－5－１８ 0986 ‐36‐5979

 中村　好久  奏でる整骨院 885 ‐ 0051  都城市蔵原町3街区5号 0986 ‐51‐6001

 島田　智司  島田整骨院 885 ‐ 0042  都城市上長飯町37‐2 0986 ‐23‐5059

 中西　秀一  やっさ整骨院 885 ‐ 0044  都城市安久町6058-1 0986 ‐39‐2121

 小堀　俊陽  三つ星整骨院 885 ‐ 0082  都城市南鷹尾町10-37 0986 ‐24‐1777

都 城 支 部(22名）



氏　　名 施術所名 〒 住　　　　　　　所 電　　話

 戸高　一成  戸高整骨院 889 ‐ 3141  日南市大堂津3丁目12‐7 0987 ‐27‐2411

 田中　宏  緑ヶ丘整骨院 887 ‐ 0031  日南市戸高2丁目15‐3 0987 ‐31‐1260

 上田　貴之  上田整骨院 887 ‐ 0022  日南市上平野町3-1-16 0987 ‐22‐2610

 横山　昌裕  よこやま整骨院 887 ‐ 0006  日南市春日町6‐2 0987 ‐21‐1810

 中島　貴章  中島整骨院 887 ‐ 0007  串間市大字南方1950-1 0987 ‐72‐0678

 山本　貴之 やまもと整骨院 889 ‐ 3206  日南市南郷町南町11-9 0987 ‐64‐1232

 鈴木　隆寛  おび整骨院 889 ‐ 2533  日南市星倉1丁目5-12 0987 ‐25‐0236

 小坂　将至  こさか整骨院 889 ‐ 2541  日南市吾田東8丁目3-7 0987 ‐67‐5776

 横山　智謙  よこやま整骨院 887 ‐ 0006  日南市春日町6‐2 0987 ‐21‐1810

日 南 支 部(9名）



 

武道館利用上の心得 
 
1 土足厳禁 
（1）素足で外に出たり、中庭に下りたりしないこと。 
（2）靴は学校、利用団体ごとに、ビニ－ル袋に入れ保管すること。 

2 盗難・紛失に注意 
（1）貴重品の管理は各学校・各利用団体・各自留意すること。 
（2）靴の管理は各自すること。 

3 塵は持ち帰り 
（1）塵は持ち帰りです。 
（2）本館で購入したジュ－ス等の空き缶・ペットボトルは、自販機のところに 

返却すること。 
（3）弁当のくずは持ち帰ること。 

4 館内での飲食は禁止 
（1）各道場内における飲食は禁止のこと。 

     (道場内へのペットボトル、ク－ラ－等の持ち込み禁止) 
（2）飲食は所定の場所(許可を受けた場所)で行うこと。 

     (主道場 2 階観客席、コミュニティ－ホ－ル、瞑想テラス、濡れ縁等) 
5 駐車場 

（1） 一般駐車場に駐車すること。 
（2） 駐車場通路（特に大手門前）には駐車しないこと。 
（3） 職員駐車場には駐車しないこと。 

6 施設の破損 
（1） 施設の破損には気をつけましょう。 
（2） 館内の壁は、ベニア製で強い衝撃を与えると簡単に破損します。 
（3） 万一破損させた場合は、原状復帰あるいは修繕費をいただきます。 

7 館内禁煙 
（1） 館内は禁煙となっています。 
（2） 喫煙は決められた場所（館外の喫煙場所）でお願いします。 

8 その他（少年の大会時での注意事項） 
（1） エレベ－タ－では遊ばない。 
（2） 身障者トイレでのいたずら行為をしない。 
（3） 中庭等には入らない。 
（4） 石を投げたり、濡れ縁や廊下を走ったりして遊ばない。 

≪石を投げガラスを割ったり、走り回ってけがをした事があります≫ 
（5） 前庭の池での水遊び、石の投げ入れ等は危ないので止めましょう。 

≪池の底は滑りやすく危険です。≫ 



 

柔道ルネッサンス宣言 2010 
 

1.  指導者自らが襟を正し、「己を完成し、世を 

 補益する」ことを実践します。 

 

1.  理にかなった技の習得、「一本」をとる柔道を 

 目指します。 

 

1.  老若男女が親しめる、安全に配慮した柔道の 

 普及・発展に努めます。 

 

1.  美しい礼、正しいマナ－で、品格のある 

 柔道人になり、その様な柔道人を育てます。 

 

 

        平成 22 年 5 月 15 日 

        柔道ルネッサンス特別委員会 
 



 

 

大会スロ－ガン 

 

『学ぶ力』 

 

『生きる力』 
 

 

 

 

公益社団法人 

宮崎県柔道整復師会  


