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（1）2018年7月号 2018年7月号（2）　のけんこう 　のけんこう

第41回公益社団法人埼玉県柔道整復師会
柔道大会試合結果

　埼玉県柔道整復師会では、柔道を通じて青少年の健全育成に努めると共に、地域柔道の発展に寄与する目的で、
毎年柔道大会を開催しています。
　今年は、5 月 27 日深谷ビッグタートルにて第 41 回公益社団法人埼玉県柔道整復師会柔道大会を開催しました。
出場選手は 42 団体 454 名で、川口市柔道連盟クラブ所属の大平哲見君（６年生）が選手宣誓を行いました。
熱戦が繰り広げられた結果、小学 4、5、6 年生の優勝者及び 5、6 年生の準優勝者は 10 月 7 日に行われる
日整全国少年柔道大会に出場します。
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優勝　石川　榛名（川口市柔道連盟クラブ）
２位　小田　武瑠（郷道場）
３位　横堀　楽翔（本庄市少年柔道クラブ養心館）
３位　朝倉　渚月（川口市柔道連盟クラブ）

さわやか賞　宮倉那之進（岡部柔道クラブ）
さわやか賞　今井　　駿（岡部柔道クラブ）
さわやか賞　古谷 ジョシュア（川越柔道クラブ）
さわやか賞　手塚　遥斗（富士見市柔道会）

優勝　高橋　希海（川口市柔道連盟クラブ）
２位　種市　　司（川口市柔道連盟クラブ）
３位　江部　徳真（喜多道場）
３位　深田　柊眞（本庄市少年柔道クラブ養心館）

さわやか賞　大地　啓吾（光武館笹田道場）
さわやか賞　花岡　健司（喜多道場）
さわやか賞　冨田　玲桜（鶴武舘町田道場）
さわやか賞　髙宮　悠吾（郷道場）

優勝　今井　大貴（岩槻柔道双葉会）
２位　奥　　悠晴（三郷少年柔道クラブ）
３位　鈴木　聖空（三郷少年柔道クラブ）
３位　小林　　陸（川口市柔道連盟クラブ）

さわやか賞　照井　稔咲（修錬館梁道場）
さわやか賞　矢部　　巧（士道館荻野道場）
さわやか賞　福島　健心（深谷柔道 SEIWA 会）
さわやか賞　関口　夏希（郷道場）

小学１年生の部

小学2年生の部

小学3年生の部
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優勝　工藤　光翔（上尾柔道教室）
２位　葛西颯次朗（富士見市柔道会）
３位　鈴木　颯太（川口市柔道連盟クラブ）
３位　清水　翔夢（志道館寺沢道場）

さわやか賞　永井　来弥（深谷柔道 SEIWA 会）
さわやか賞　佐々木二葉（光武館笹田道場）
さわやか賞　田崎　真巴（岩槻柔道双葉会）
さわやか賞　榎原　楓太（士道館荻野道場）

優勝　佐野明日香（川口市柔道連盟クラブ）
２位　三浦　光喜（郷道場）
３位　船橋蔵乃介（光武館笹田道場）
３位　鈴木　妃奈（三郷少年柔道クラブ）

さわやか賞　渡邊　蒼織（志道館寺沢道場）
さわやか賞　田中　琉雅（川越柔道クラブ）
さわやか賞　瀬川　雄琉（上尾警察署ひまわり柔道教室）
さわやか賞　坂口　　隼（志道館寺沢道場）

優勝　熊木　尋啓（川口市柔道連盟クラブ）
２位　山市真希斗（育徳館柔道クラブ）
３位　船橋　史人（鶴武舘町田道場）
３位　宮島　凌駕（郷道場）

さわやか賞　藤澤　孝太（寄居男衾道場）
さわやか賞　冨田　大空（鶴武舘町田道場）
さわやか賞　大平　哲見（川口市柔道連盟クラブ）
さわやか賞　長谷川　睦（志道館寺沢道場）

小学4年生の部

小学5年生の部

小学6年生の部
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優勝　西山　遥陽（鶴武舘町田道場）
２位　田中　滉希（徳明館村田道場）
３位　福山　　青（寄居男衾道場）
３位　飯島　　翼（毛呂山柔道会）

さわやか賞　河西　大誠（士道館荻野道場）
さわやか賞　川島　雅楽（川口市柔道連盟クラブ）
さわやか賞　久保　奏人（育徳館柔道クラブ）
さわやか賞　新坂　拓真（清道館花園柔道塾）

優勝　末永　新大（光武館笹田道場）
２位　大平　智彬（川口市柔道連盟クラブ）
３位　佐藤　功大（川口市柔道連盟クラブ）
３位　佐藤　琉吾（鶴武舘町田道場）

さわやか賞　岡野　友哉（鶴武舘町田道場）
さわやか賞　田島　幹也（寄居男衾道場）
さわやか賞　小林　優大（深谷柔道 SEIWA 会）
さわやか賞　堀越　耕元（会田道場）

優勝　小川　大樹（徳明館村田道場）
２位　笹目　凌正（鶴武舘町田道場）
３位　新海　龍眞（育徳館柔道クラブ）
３位　村田　大和（上尾警察署ひまわり柔道教室）

さわやか賞　原田　壮弥（武徳館早川道場）
さわやか賞　瀬山　　優（吹上少年柔道会）
さわやか賞　柳沢友之介（郷道場）

中学1年生（男子の部）

中学2年生（男子の部）

中学3年生（男子の部）
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優勝　田尻　有蘭（深谷柔道SEIWA会）
２位　武藤　羽菜（川口市柔道連盟クラブ）
３位　三澤　柊羽（郷道場）
３位　飯塚　　葵（深谷柔道 SEIWA 会）

さわやか賞　加藤　誌音（川口市柔道連盟クラブ）
さわやか賞　長谷美玖愛（三郷少年柔道クラブ）
さわやか賞　永嶋まい花（士道館荻野道場）
さわやか賞　松本　　梓（光武館笹田道場）

優勝　井田　侑希（深谷柔道SEIWA会）
２位　小島　奈々（武徳館早川道場）
３位　中村　珠緒（深谷柔道 SEIWA 会） 
３位　干場　伊織（育徳館柔道クラブ）

さわやか賞　森田　心優（川口市柔道連盟クラブ）　
さわやか賞　田窪　蒼羽（岩槻柔道双葉会）
さわやか賞　小林　遥珂（吹上少年柔道会）
さわやか賞　相馬　梓沙（芝スポーツセンター少年少女柔道クラブ）

（後列左から）

一二三公延監督
熊木　尋啓
山市真希斗
渡邊　　寛会長

（前列左から）

佐野明日香
三浦　光喜
工藤　光翔

中学1年生（女子の部）

中学２･３年生（女子の部）
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カルシウムとビタミンD、一緒にとって骨を元気に。

カルシウムを多く含む食品 ビタミンDを多く含む食品

まだまだ足りない！　カルシウム
カルシウムは骨の主成分であり、丈夫な骨を保つために欠かせ
ない栄養素。ところが、厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、
日本人は栄養素の中でカルシウムが推奨量に足りていないと報告
されています。バランスのよい食事を基本に、意識してカルシウム
を多くとるようにこころがけたいものです。1日700～800mg※の
摂取を目指しましょう。

ご存知ですか？　ビタミンDの大切さ
ビタミンDは腸の中でカルシウムの吸収を促す働きがあり、不足
するとカルシウムを身体の中に十分とり入れることができません。
いわば、強い骨を陰でささえる重要なビタミンです。多く含む魚類
やきのこ類などから、1日5.5μg＊（成人男女）を目安に摂取する
ようにしましょう。
＊日本人の食事摂取基準（2015年版）より 

丈夫な骨を作るには、カルシウムに加えて、
ビタミンDのサポートが必要です。

小腸

カルシウム

ビタミンD

骨

チンゲンサイ
［1株・100g］

100mg

エメンタールチーズ
［1切・25g］

300mg

ほうれん草
［100g］

49mg

いりごま
［小さじ1・3g］

36mg

切干し大根
［10g］

50mg

凍り豆腐
［1コ・20g］

126mg

枝豆（ゆで）
［100g］

76mg

牛乳
［コップ1杯・200g］

220mg

干しひじき
［10g］

100mg

干しエビ
［10g］

710mg

サケ
［1切・80g］

25.6μg

干ししいたけ
［2コ・6g］

0.8μg

マグロ（トロ）
［100g］

18.0μg

サンマ
［1尾・100g］

14.9μg

イワシ丸干し
［1尾・30g］

15.0μg

ブリ
［1切・80g］

6.4μg

シラス干し
［大さじ2・10g］

6.1μg

ウナギ蒲焼き
［100g］

19.0μg

イクラ
［50g］

47μg

カレイ
［小1尾・100g］

13.0μg

日本食品標準成分表2015より 

カルシウムとビタミンDの 豆 知 識

発行：公益財団法人骨粗鬆症財団　　　監修：折茂　肇（骨粗鬆症財団理事長）
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