
内閣総理大臣杯争奪 第52回西日本実業柔道団体対抗大会

④ 0

（先鋒） 三木　秀輝 ３段 ○ 合せ技 山本　常人 ２段
（次鋒） 杉本　尚駿 ２段 ○ 送襟絞 上杉　敏己 初段
（中堅） 阿部　匡志 初段 ○ 上四方固 出本　宜弘 ２段
（副将） 宮下　和也 ３段 ○ 小外掛 天本　豊 ２段
（大将） 湖城　達則 初段 引分 杉本　脩 ２段

⑤ 0

（先鋒） 赤迫　諒介 ４段 ○ 背負投 萩原　裕崇 ４段
（次鋒） 髙橋　光一郎 ４段 ○ 支釣込足 滝澤　順 ４段
（中堅） 崎村　和幸 ２段 ○ 合せ技 平田　和義 ５段
（副将） 乙名　将吾 ４段 ○ 腕挫十字固 上薗　義明 ５段
（大将） 崎村　徳樹 ２段 ○ 上四方固 寺田　雅人 ３段

⑤ 0

（先鋒） 清水　博紀 ３段 ○ 小外掛 粟　隆寛 ２段
（次鋒） 中村　浩亮 ３段 ○ 横四方固 岡田　昭平 ３段
（中堅） 山本　翔太 ３段 ○ 大外刈 江藤　翔 ３段
（副将） 小林　準起 ２段 ○ 払巻込 白石　直之 ２段
（大将） 佐藤　鷹史 ３段 ○ 払腰 西森　翔平 初段

2

（先鋒） 脇田　大樹 ３段 肩固 ○ 小野　翔太 ２段
（次鋒） 浅田　健志 ３段 払腰 ○ 柿木原　貴良 ３段
（中堅） 中山　幸久 ２段 引分 高倉　幸一郎 ２段
（副将） 磯川　章磨 ３段 ○ 横四方固 松浦　將和 ４段
（大将） 松本　邦彦 ２段 ○ 不戦勝 岡本　太地 ４段
(代表） 磯川　章磨 巴投 ○ 小野　翔太 ２段

2 ③

（先鋒） 亀井　俊輝 ２段 ○ 不戦勝 嶌村　日出一 ３段
（次鋒） 栄村　豪 ４段 優勢勝 ① 金山　裕基 ２段
（中堅） 安本　一貴 ２段 合せ技 ○ 藤原　隆浩 ３段
（副将） 中原　竜一 ２段 ○ 不戦勝 中田　祥伍 ２段
（大将） 松永　大孝 ２段 内股 ○ 木村　元太 ３段

大阪ガス 和生堂

別府自衛隊 日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＡ

男子第２部

戸髙鉱業社 ひらた整骨院クラブ

甲南柔友会 安川電機

第１回戦

関西医療学園 三菱レイヨン大竹

※　　勝敗の表示について
便宜上、勝敗の表示は以下の記号といたしています。

一本勝　 　　　　○
技あり　指導３　 ①
有効　　指導２ 　②
判定　　　　　　 ●

　　　　 代②

第２回戦

対戦成績



③ 1

（先鋒） 山川　陽平 ２段 ○ 大内刈 中嶋　亮太 ２段
（次鋒） 砂原　芳徹 ３段 引分 阿部　竜太 ２段
（中堅） 鳥入　孝仁 ３段 反則負 ○ 津志田　稔宏 ３段
（副将） 荻田　将人 ２段 ○ 払腰 黒肥地　良明 ２段
（大将） 珠玖　龍市 ４段 ○ 大外刈 松岡　晃史 ２段

0 ④

（先鋒） 小野　美咲 ２段 引分 表　剛史 ２段
（次鋒） 吉岡　篤志 ２段 送足払 ○ 藤田　勇心 ２段
（中堅） 吉岡　秀晃 ２段 小外刈 ○ 田村　真我 ２段
（副将） 岡本　賢門 初段 合せ技 ○ 和久田　裕人 ２段
（大将） 安倉　周平 初段 内股 ○ 岡田　建彦 ４段

④ 1

（先鋒） 折田　裕介 ３段 ○ 送襟絞 前川　亮 ２段
（次鋒） 北澤　広成 ３段 小外掛 ○ 左海　雅幸 ２段
（中堅） 遠矢　大将 ３段 ○ 送襟絞 西倉　央倫 ４段
（副将） 川原　良太 ３段 ○ 不戦勝 魚村　優作 初段
（大将） 川口　佑樹 ２段 ○ 内股 田矢　信二 ３段

1 ③

（先鋒） 山下　要 ３段 優勢勝 ② 三木　秀輝 ３段
（次鋒） 北　英樹 ４段 指導２ ② 杉本　尚駿 ２段
（中堅） 永田　尚道 ５段 ○ 小外掛 阿部　匡志 初段
（副将） 桂　　剛 ６段 反則負 ○ 宮下　和也 ３段
（大将） 谷本　竜孝 ３段 引分 鳥居　智男 ６段

日経サービス 日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＢ

三井造船玉野

ＯＪＪＡ

東レ滋賀

関西医療学園

近畿通関 十全会おおりん病院



第３回戦

2 ②

（先鋒） 赤迫　諒介 ４段 小外掛 ○ 清水　博紀 ３段
（次鋒） 髙橋　光一郎 ４段 ① 優勢勝 中村　浩亮 ３段
（中堅） 崎村　和幸 ２段 小外掛 ○ 山本　翔太 ３段
（副将） 乙名　将吾 ４段 ○ 内股 小林　準起 ２段
（大将） 崎村　徳樹 ２段 引分 佐藤　鷹史 ３段

③ 2

（先鋒） 小野　翔太 ２段 ○ 不戦勝 嶌村　日出一 ３段
（次鋒） 柿木原　貴良 ３段 ② 優勢勝 金山　裕基 ２段
（中堅） 高倉　幸一郎 ２段 ○ 藤原　隆浩 ３段
（副将） 松浦　將和 ４段 ○ 不戦勝 中田　祥伍 ２段
（大将） 岡本　太地 ４段 不戦勝 ○ 木村　元太 ３段

1 ③

（先鋒） 山川　陽平 ２段 ② 指導２ 表　剛史 ２段
（次鋒） 砂原　芳徹 ３段 肩車 ○ 藤田　勇心 ２段
（中堅） 鳥入　孝仁 ３段 袖釣込腰 ○ 田村　真我 ２段
（副将） 荻田　将人 ２段 大外返 ○ 和久田　裕人 ２段
（大将） 珠玖　龍市 ４段 引分 岡田　建彦 ４段

0 ②

（先鋒） 折田　裕介 ３段 引分 三木　秀輝 ３段
（次鋒） 北澤　広成 ３段 背負投 ○ 杉本　尚駿 ２段
（中堅） 遠矢　大将 ３段 引分 阿部　匡志 初段
（副将） 川原　良太 ３段 優勢勝 ② 宮下　和也 ３段
（大将） 川口　佑樹 ２段 引分 鳥居　智男 ６段

日経サービス 関西医療学園

近畿通関 東レ滋賀

和生堂 日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＡ

戸髙鉱業社 甲南柔友会



④ 1

（先鋒） 清水　博紀 ３段 ② 指導２ 小野　翔太 ２段
（次鋒） 中村　浩亮 ３段 指導１ ① 柿木原　貴良 ３段
（中堅） 山本　翔太 ３段 ○ 腕挫十字固 高倉　幸一郎 ２段
（副将） 小林　準起 ２段 ○ 横四方固 松浦　將和 ４段
（大将） 佐藤　鷹史 ３段 ○ 不戦勝

1 ③

（先鋒） 藤田　慶士郎 ２段 合せ技 ○ 三木　秀輝 3段
（次鋒） 藤田　勇心 ２段 腕緘 ○ 杉本　尚駿 2段
（中堅） 田村　真我 ２段 背負投 ○ 阿部　匡志 初段
（副将） 和久田　裕人 ２段 ○ 背負投 宮下　和也 3段
（大将） 岡田　建彦 ４段 引分 鳥居　智男 6段

甲南柔友会

準決勝戦第２試合

東レ滋賀 関西医療学園

和生堂

準決勝戦第１試合



③ 2

（先鋒） 清水　博紀 ３段 ○ 小外掛 三木　秀輝 3段
（次鋒） 中村　浩亮 ３段 優勢勝 杉本　尚駿 2段
（中堅） 山本　翔太 ３段 ○ 合せ技 ① 阿部　匡志 初段
（副将） 小林　準起 ２段 小外掛 ○ 宮下　和也 3段
（大将） 佐藤　鷹史 ３段 ○ 横四方固　 鳥居　智男 6段

決勝戦

甲南柔友会 関西医療学園

決勝戦は、強敵戸髙鉱業社を接戦の末に制して勝ち上がった甲南柔友会
と、軽・中量級選手を多く配しながら破竹の勢いで勝ち進んだ関西医療
学園との対戦となった。

先鋒戦。
関西医療学園の６６ｋｇ級、左組みの三木が４０秒に組み際、右小内刈
で有効を奪い先制する。その後は体格で勝る甲南柔友会清水が、右釣手
で三木の背中深く掴んで上から圧力を掛け始める。そして遂に２分１０
秒、清水は背中深く取って左前方に圧力を掛けながら、右へ切り返すよ
うに小外掛で体を浴びせて三木を倒す。一本。

次鋒戦。
似た体格同士の対戦。関西医療学園杉本が、場外際の３５秒。低い右背
負投で技ありを奪う。その後は、甲南柔友会中村の反撃を３分２８秒の
左小外掛有効のみでかわして優勢勝。

中堅戦。
巨漢、甲南柔友会の山本は左引手を関西医療学園の中量級阿部に絞られ
て攻めあぐねる。阿部は左組みでこの巨体と堂々渡り合う。しかし、山
本は残り３４秒になって強引な大外刈で技ありを奪って後に袈裟固に入
る。甲南柔友会が王手。

副将戦。
大兵の甲南柔友会の小林は関西医療学園の宮下を攻め切れず。やむなく
強引な大外刈から払巻込に行ったところを、１分５３秒宮下は巧みにこ
れを返し一本を奪う。内容差で甲南柔友会がリードを保ったまま勝敗の
行方は大将戦までもつれ込む。

大将戦。
左組手同士の雌雄を決する大将戦。関西医療学園の超ベテラン鳥居は、
体重差５０ｋｇの巨漢甲南柔友会の佐藤に堂々と対す。鳥居は右の小内
刈、釣込腰で佐藤を翻弄するも決定打を奪えず。佐藤は２分５５秒、伏
せた鳥居を力任せに裏返し横四方固に圧し掛かる。さしもの歴戦の強者
鳥居も万事休すとなって、甲南柔友会の嬉しい初優勝が決まる。


