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平成 29 年

内容
高校生対象技術講習会（埼玉・大宮工業高校）

4 月 2 日（日）

講師：安藤喜友

5 月 20（土）
・

パラリンピック柔道日本代表合宿にて技術講習会（東京・講道館）

21 日（日）
5 月 28 日（日）

講師：安藤喜友・植松直哉
第 3 回サンボ川口トライアルリーグ共催役員１名派遣（埼玉・川口西スポーツ
センター）
主催：川口レスリング連盟
派遣：森田純
エントリー数：５階級 21 名参加

5 月 28 日（日）

審判講習会（埼玉・川口西スポーツセンター）
講師：森田純

6 月 3 日（日）

日本大学柔道部員対象技術講習会（東京・日本大学柔道部合宿所柔道場）
講師：安藤喜友・森田純

6 月 24 日（土）

アジアサンボ選手権大会＆国際審判セミナー役員１名派遣（ウズベキスタン・

～7 月 4 日（火）

タシュケント）
審判：森田純
※森田 A 級国際審判ライセンス取得

7 月 1 日（土）

連盟事務所現住所に移転

7 月 4 日（火）

カザフスタン大統領杯役員１名・選手２名派遣（カザフスタン・アスタナ）

～10 日（月）

団長・監督：五木田勝
男子 57kg 級：守屋直樹（M-WORKS）１回戦敗退
男子 100kg 級：向井 邦宏（GOKITA GYM）１回戦敗退

7 月 30 日（日）

第 17 回全日本サンボ団体選手権大会・第 15 回東日本サンボ選手権大会主催
（東京・墨田区総合体育館）
大会実行委員長：伊田忠富
団体戦エントリー数：10 チーム
東日本選手権大会エントリー数：7 階級 50 名参加

7 月 30 日（日）

平成 29 年度第１回理事会（東京・墨田区総合体育館）

8 月 27 日（日）

2017 年ビクトル古賀杯第１回全国高等学校サンボ選手権大会＆第１回全国オー
プンサンボ選手権大会共催役員１名派遣（福岡・西日本短期大学附属高校柔道
場）
主催：九州サンボ連盟
大会統括：森田純

9 月 1 日（金）
～4 日（月）

FIAS 会長杯役員２名・選手５名派遣（韓国・東海）
団長・監督：五木田勝

総務・コーチ：森田純
男子 57kg 級：馬場元気（至学館大学）２位
男子 62kg 級：東 泰生（日体大サンボチーム）３位
男子 74kg 級：丹下 倭（新日鉄住金（株）名古屋製鉄所）３位
男子 82kg 級：高橋快人（GOKITA-GYM）５位
男子 90kg 級：岩田敬太（至学館大学）５位
9 月 21 日（木）
～28 日（木）

アジアインドア＆マーシャルアーツゲームズ役員１名派遣（トルクメニスタ
ン・アシがバート）
審判：森田純

10 月７日(土)・

世界サンボ選手権大会強化練習会（東京・日体大世田谷キャンパスレスリング

８日(日)・

場）

14 日(土)・

講師：松本秀彦、安藤喜友、植松直哉、菊地嘉幸、佐藤陽介、五木田勝、森田

15 日(日)

純

11 月 8 日（水）
～14 日（火）

世界サンボ選手権大会役員３名・選手９名派遣（ロシア・ソチ）
大会オフィシャル：浅井信幸
監督・団長：五木田勝
コーチ・総務：森田純
男子 52kg 級：山本晃太（北海道柔道整復専門学校）準々決勝敗退
男子 57kg 級：馬場元気（至学館大学）敗者復活戦１回戦敗退
男子 62kg 級：小松凌介（日体大サンボチーム）３回戦敗退
男子 68kg 級：山崎吉央（菊地商店）敗者復活戦１回戦敗退
男子 74kg 級：出花崇太郎（総合格闘技道場コブラ会）１回戦敗退
男子 82kg 級：及川祐輔（三多摩サンボスクール）２回戦敗退
男子 90kg 級：田北健太郎（法政大サンボチーム）２回戦敗退
男子 100kg 級：植田蒼太朗（法政大サンボチーム）２回戦敗退
男子+100kg 級：浅野未来（日体大サンボチーム）２回戦敗退

11 月 12 日（日）

ぽんぞう柔道教室対象技術講習会（東京・武蔵野総合体育館）
講師：安藤喜友

11 月 19 日（日）

第４回サンボ川口トライアルリーグ共催役員３名派遣（埼玉・川口西スポーツ
センター）
主催：川口レスリング連盟
派遣：伊田忠富・植松直哉・森田純
エントリー数：５階級 12 名参加

11 月 19 日（日）

審判講習会（埼玉・川口西スポーツセンター）
講師：植松直哉・森田純

11 月 19 日（日）

技術講習会（埼玉・川口西スポーツセンター）
講師：伊田忠富

平成 30 年
2 月 3 日（土）・
4 日（日）
2 月 12 日（月）

全日本選手権大会出場者対象講習会（東京・GOKITA-GYM／日体大世田谷キャン
パスレスリング場）
講師：松本秀彦、五木田勝、森田純
2018 プーチン大統領杯第 44 回全日本サンボ選手権大会主催（東京・墨田区総合
体育館）

エントリー数：男子９階級 84 名、女子４階級 9 名参加
2 月 12 日（月）
2 月 16 日（土）・
17 日（日）
３／21（水）
～26（月）

平成 29 年度第２回理事会開催（東京・墨田区総合体育館）
技術講習会開催（熊本・秀岳館高等学校）
講師：安藤喜友
ワールドカップ・ハルランピエフ記念選手権大会役員３名、選手５名派遣（ロシ
ア・モスクワ）
大会オフィシャル：浅井信幸
監 督：松本秀彦
コーチ：五木田勝
男子 52kg 級：山本 晃太（北海道柔道整復専門学校）５位
男子 57kg 級：竹田 成道（みやざき第３サンボ部）１回戦敗退
男子 90kg 級：佐藤 陽介（高輪中学高等学校）１回戦敗退
男子+100kg 級：向井 邦宏（株式会社アーバンセキュリティ）５位
女子 68kg 級：大谷 美結（GOKITA-GYM）３位

