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古流柔道祭２０１７第一回神戸大会 

（※5/13当日版＋後日情報追加） 

 
日時：平成 29年(2017)5月 13日(土)13～17(※18)時 

会場：灘高柔道場(※公共交通機関でお越し下さい。JR 住吉駅が最寄りです)／  

ルール：高専柔道（七大学柔道）団体戦／参加資格：古流柔道愛好家 

 
主催：古流柔道実験委員会（※あこう堂内：指令部／仁木征輝、弟子／畠山治樹） 

協力：長崎三菱柔道クラブ、灘高 
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大会委員長か誰か？の挨拶文 
 柔道の祖･嘉納治五郎先生の生誕の地でもある神戸で、さらには嘉納治五郎ゆかりの灘中・灘高で、今回、種々のご

縁と様々な方々のご協力により、このような会を開催できますことを喜ばしく思います。これも何かのお導きでしょ

う？！勝敗を競うこともよいですが、この会が、この道を切り開いてこられた先人達のご苦労をしのび、その慰霊と、

現在、消えつつある技の供養にもなれば幸いです。またこの参加者に喜んでいただき、この分野における今後の技術・

精神の継続・発展のきっかけにでもなれば開催側としてもこれほど喜ばしいことはありません。種々ご都合をつけて

参加の皆様ありがとうございます。是非、先人のご苦労をしのび、有難みをかみしめ、そして楽しんでいって下さい。 

 

運営事務局（あこう堂）より 
＜格闘技的観点から・・・＞ 

 嘉納治五郎先生が明治時代に古流柔術を統合、発展させ確立した「柔道」ですが、人間教育やスポー

ツ・体育としての面は別にして、根底の武術性、武道性、護身性については完全に失われてしまいまし

た。戦後は、武徳会、高専柔道が消滅し、講道館柔道のみになったため、高専柔道で花開いた寝技技術の

発展も停滞しました。その後、国際化、オリンピック JUDOの発展とともにさらに形骸化は進み、近年では

ルール変更によって、多くの技が失われ、嘉納先生の講道館柔道さえ衰退する事態となりました。 

 高専柔道の寝業には批判的な面もあった嘉納先生ですが、寝業軽視には弊害も知られていますし、また

嘉納先生にとっても現在の「ＪＵＤＯ」は目指していたものではないはずです。 

 旧来の高専柔道は、競技特性上、寝業という最終決着技術に特化したものとされてきましたが、このよ

うな現況を振り返れば、それだけでなく、柔道本来の投げの技術まで含めて全て残し使うことができる武

術、すなわち「古流柔道」として新たな役割・意義も与えられたように思います。 

 「高専柔道」は、現在の日本では七大学ルールとして一部の学生の試合に採用されているに過ぎませ

ん。そのため、一般の方には接する機会が少ないですが、決して過去の遺物ではなく、むしろその精神

性・技術は、現代にこそ意義深いものです。このような機会を通じて柔道界の現状に一石を投じられれば

意味のあることだと思います。微力ではありますが、学生時代の経験者だけでなく、興味のある方にも活

躍、経験の場を提供することになり、現在、細々と継続している技術の継続・普及・発展にもつながれば

幸いです。 
 参加者、関係各位のご助力によりこのような大会が開催できることを感謝し、一緒に有意義な大会にし

たいと考えます。よろしくお願いいたします！！  

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●選手募集要項（参加希望の方へ）： 
●１チーム７名前後をとりまとめＡ４用紙１枚に顔、名前、身長体重、一言紹介（柔道歴、段位、格闘技

歴、趣味、抱負、チャームポイント？！など）できればＷｏｒｄ文書にしてあこう堂（下記）にメール等

でご提出ください。保険加入時の名簿兼用で、試合後に懇親会実施の場合は、自己紹介にも役立ちます。

「雑誌掲載予定」がある大会記事を執筆する際にも参考にします。よろしく。 

●人数の多寡は不問。チーム構成を連合にしたり、対戦相手など調整いたします。１人でも、ジジイで

も、婦女子・中高生でも大丈夫。有意義かつ楽しめるものにします。お問い合わせください。 

●期限は、早いほど助かる。できれば３月中。遅くとも４月にはお願いします。 

できる限りギリギリでも当日でも受け入れますが、保険、名簿などが間に合わないことはご容赦くださ

い。 

●選手参加費：出場者１人３００円ご負担下さい。会として加入する傷害保険費用の一部にあてます。 

●懇親会：試合後に開催します（※東灘区東町会館(東町自治会）(東灘区御影本町 2-4-12) 

（※阪神住吉駅が最寄）参加希望→○アリ×ナシと、参加希望の人数も教えてください 

(※参加費：院生、学生、生徒、遠来の大人 1000円。小学生以下無料。関西の社会人:2000円） 

●広告募集： 
ご希望の方、Ａ４半ページ５０００円（１ページ１万円）でお願いします。 

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92658-0046+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E6%9D%B1%E7%81%98%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%BD%B1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E6%9D%B1%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@34.7163214,135.2596657,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60008daba71ed33f:0xcfff61c648b4ac20!2z44CSNjU4LTAwNDYg5YW15bqr55yM56We5oi45biC5p2x54GY5Yy65b6h5b2x5pys55S677yS5LiB55uu77yU4oiS77yR77ySIOadseeUuuS8mumkqA!3b1!8m2!3d34.7119462!4d135.2587247!3m4!1s0x60008daba71ed33f:0xcfff61c648b4ac20!8m2!3d34.7119462!4d135.2587247
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ご協力いただければ、このパンフレットに載るので局地的に注目されます。費用は運営経費に回ります。 

●大会会長：日本の柔道を憂える有志、高専柔道経験者の英霊、ほか 

● 運 営 委 員 長

 

仁木征輝 

運営委員長／審判長：仁木征輝：昭和１４年生：「最後の高専柔道」、「武術マスター」。相撲、レスリン

グ（国体出場）、合気道（養神館）、スキー指導員、植木剪定職人、生花師範、柔道七段。作陽高校柔道

部は創部時から指導。各地の大学、海外のナショナルチームの指導、全日本女子柔道のコーチなど。幼

少時から山仕事、相撲などで鍛え、「鉄棒逆さぶら下がり三角締め腹筋」とか、「かやぶき屋根から転げ

落ちながら、猫のように四足で地面に立つ稽古」などに取り組む。現役時代、投げでの一本負けはなし。

選手としては、国体優勝（団体・教員の部）、３位（一般・団体）。世界選手権「候補」２度（軽軽量級：

６３kg 以下級）。体重無差別時代の壁と学閥の壁に阻まれ表舞台に立つことなく全盛時を終える。在野

の達人。老いて後もマスターズでは何度も優勝。柔道界の行く末を憂える７０代。「今回が最後のご奉公」

「冥土の土産」。数年来、「最後の修行」のため七大など全国行脚。レスリング、合気道も融合させた柔

道指導は、初心者爆笑の津山弁トークのうちに熟練者も納得のハイレベル技術。もともとの得意技は体

落とし、ヒザを壊して後に内股、後に肩の古傷のせいで巴投げ。国体では「寝技の仁木」と名を馳せる。

「寝技の津山」「白帯津中」といわれた全国制覇常連校である「旧制津山中学」の後継・津山高で高専柔

道の先達に鍛えられた。ちなみに旧制津山中は、寝業研究会主催の平田鼎先生（関学高商）、「高専柔道

の真髄」の治部貞雄先生（同志社高商）、佐藤宣践先生を指導した三角の名手・木村光郎先生（※同志社

高商：昭和１２年高専柔道大会では木村政彦の拓大予科を破り、決勝でも北大予科を木村光郎の５人抜

きの活躍で破り優勝）など高専柔道の名選手を輩出した名門。 

 

●顧問ドクター：今村剛（イマムラタケシ）： 

整形外科医＆選手兼任 

長崎県より。 

 

主審（たぶん決勝主審）：岡本啓 

昭和の終わり（から平成にかけて）京大１０連覇の黄金時代を支えた京大主将にして七大の絶対主将、

最強の寝技師、伝説の抜き役。自他ともに厳しい七帝柔道の精神的・技術的支柱。大学准教授。環境生

理学、運動生理学。柔道六段。全柔連 A ライセンス審判員。長谷川繁夫記念・寝技研鑽会等で長年、七

大柔道（高専柔道）の技術指導も。今回、仁木先生の要請によりご出馬。ただし「選手出場はない」そ

うです・・・ 

●運営事務局：あこう堂／賛助会員 

 

沢井宏：九大柔道部昭和３９年卒：七大学戦優勝１回、柔道四段（※講道館の所業が気に入らんので「段

位返上」してやった）。大学柔道個人選手権九州大会３位。全日本重量別柔道選手権(1961年)軽量級３位

（※東京五輪(1964)の階級別に対応した、記念すべきこの初回の全国体重別大会で優勝者岩田兵衛先生

にも「実は勝っていた」）。東京五輪第一次強化選手（※就職活動もあるし、自費なんで強化合宿には行

かんかった）。七大でオリンピックに一番近かった（かもしれない）ジジイ。得意技：背負い投げ、巴投

げ。 

(※運営委員会より補足：「匿名」でいただいた多めのご寄付、「匿名」の広告に掲載しました) 

 

瀬戸口正征：東大柔道部昭和年４４卒：七大学戦優勝２回、柔道六段）、得意技、巴投げ、三角。 

西日本実業柔道連盟･副理事長／全日本実業柔道連盟･常任理事／大阪府実業柔道連盟･参事 

（※７０歳超えても道着を着て練習もこなす。囲碁とゴルフもやるけど、それだけのジジイとは一味違

う柔道家の鑑）。 

（※運営委員会より補足：瀬戸口様よりの寄付金もあわせて「匿名」広告にさせていただきました。あ

りがとうございました。） 

 

森和義：東北大柔道部ＯＢ。北浜柔道塾、相談役。あこう堂宴会主力要員。今回もにぎやかしお願いし

ます。 
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●会場手配お世話になりました・・・  

 

的場久剛：日本体育大学、体育学部武道学科／灘中学校・高等学校教諭 

（※灘高柔道場（試合場）ご使用に関して全面的にお世話になります。お手数かけます。みなさ

ん、お見かけしたらお礼言うように。それから、設営、片づけなどご指示に従って動いてくださ

い。） 

 

 

池田篤志(いけだあつし)昭和 44 年 4月 3日生／元・天理大学柔道部副主将。全柔連･学柔連統一

記念大会団体の部優勝。元・株式会社上組柔道部監督。武徳学道館(柔道塾)館長。柔堂(ﾔﾜﾗﾄﾞｳ)

代表。 

武徳学道館 HP ：https://butokugakudokan.jimdo.com/ 

（※：懇親会会場＆宴会準備、丸ごとお世話になります。ありがとうございます。お手数かけま

す。 

みなさん、準備、片づけ、ご協力お願いしますよ。） 

 

●運営事務局使い走り：  

 

福田弘之：昭和 38年生、岡山大柔道部ＯＢ。柔道何段でしたっけ？ 

岡大では、京大 OBの長谷川繁夫先生、「高専柔道の真髄」の治部貞雄先生にも直接習った「高専柔道世

代」。ブラジリアン柔術紫帯。釣り好き、料理好き。ヒザ悪いし、もう出場はしませんって！ 

 

土橋敬司：昭和 39 年生。剣道ウン段？。あこう堂、仁木先生を応援します。（柔道は息

子があこう堂でもやってます）。単なる柔道という事でなく、次代に残す、引き継ぐと

いう事に意義があると考えています。 

 

畠山治樹：昭和 39年生、九大柔道部 OB。そんなに柔道好きではなかったはずなのに年々柔道から逃れられ

なくなる５０代。まぁまぁのポンコツですが、猿真似猿人式健康法で何歳まで柔道できるか実験中。まぁま

ぁの変人。 

あこう堂管理人。余命２０年と定めて驀進中？！ 

 

脇野真司：東北大柔道部 H1卒。遠方から出張時にわざわざあこう堂の練習に立ち寄るまあまあの変人。柔

道着はあこう堂にキープ中。審判、時計係、撮影係？いやなんなら出場も。 

＜※結局、仕事で欠席＞ 

その他 仁木先生・作陽高時代の弟子、ご家族など・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：あこう堂→〒654-0055神戸市須磨区須磨浦通 5-5-12・あこう堂(080-5323-4775)←とりあえずショートメールでもどうぞ。広

告欄にあるあこう堂ブログ等からメールでもお問合せ下さい。  

https://butokugakudokan.jimdo.com/
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副賞・賞品提供 

提供者 副賞・賞品 

やざま優作（戦う漫画家） 

＆清水圭太 

「仁木征輝・高専柔道パッチ」 

最後の高専柔道・仁木征輝パッチ。 

アイロンか縫い付けで、柔術着、ジャンバー、

ジャケット、ジーンズ等に。誰も持ってない、

柔道愛あふれる一品の完成。 
 

あこう堂柔道部／北浜柔道塾 ＤＶＤ「天理柔道技の極：背負い投げ・野村

豊和」 

天理大での背負い投げ講習会ＤＶＤ 
 

あこう堂柔道部 柔道組手強化用手首鍛錬具「野村リスト」        

（※ミュンヘン五輪金メダリスト：伝説の背負い

投げ・野村豊和先生お手製＆サイン付き） 

組手、崩し、吊り手・・・大事だけど鍛えにくい手

首の強化に。「技が速くなる（野村豊和談）」 

 

あこう堂柔道部 「野村チューブ」 

打ち込みの正確性養成、動的鍛錬に最適。 

目標１日１０００本！！ 

引き続けて３年、チューブが切れる頃にはホ

ンモノの技。 
 

あこう堂柔道部 

 

 

 

「寝業の傳統」 

新世代の高専柔道教本。高専柔道から最新技

術まで網羅した労作。寝業師、柔道家必携の

書。  
あこう堂大相撲ファンクラブ 高級大相撲手ぬぐい各種 

その辺では売ってない、入手もできない貴重

品。力士名、部屋名入り各種。温泉などでみせ

びらかしましょう。５０～７５本、総額ウン

万円相当。  

仁木征輝 技術優秀賞（仁木賞）記念盾（３つ） 
（※厳正かつてきと～な審査の上、優秀選手に「仁木賞」＆「副

賞」として授与されます） 

 

※表彰状（準備しました） 

※優勝カップ（準備しました） 

 
当日のスケジュール 
５／１３（土曜） 

１２時：開場（灘高柔道場：JR 住吉駅が最寄／準備、アップは 13 時までにお願いします） 

１３時：開会式（※簡単に）、「古流柔道」演武、試合形式・ルールの説明 

      ～引き続いて試合（２試合場使うことになるでしょう）。 

１７時：閉会、表彰式。（※最終１８時まで場所は確保） 

１８時：懇親会：東灘区東町会館(東町自治会）(東灘区御影本町 2-4-12)（※阪神住吉駅が最寄）  

https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%80%92658-0046+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E6%9D%B1%E7%81%98%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%BD%B1%E6%9C%AC%E7%94%BA%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91%EF%BC%92+%E6%9D%B1%E7%94%BA%E4%BC%9A%E9%A4%A8/@34.7163214,135.2596657,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x60008daba71ed33f:0xcfff61c648b4ac20!2z44CSNjU4LTAwNDYg5YW15bqr55yM56We5oi45biC5p2x54GY5Yy65b6h5b2x5pys55S677yS5LiB55uu77yU4oiS77yR77ySIOadseeUuuS8mumkqA!3b1!8m2!3d34.7119462!4d135.2587247!3m4!1s0x60008daba71ed33f:0xcfff61c648b4ac20!8m2!3d34.7119462!4d135.2587247
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試合運営について： 
●「ルール」全国七大学柔道審判規定に基づいて行う（※添付は省略。以下のサイトから確認ください。） 

七大学柔道大会試合審判規定 参考：http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf 

「講道館柔道」「国際柔道」「ブラジリアン柔術」「スポーツサンボ」「レスリング」「相撲」などの組み技競技と

の相違を念頭に以下、要点を整理していただきました。ご参考下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

「七大学柔道大会試合審判規定」の特長と要点（2017. 5. 7 文責：岡本啓） 

１ 試合者の組み方 

1）試合者は、立ち姿勢（「自然体」または「自護体」）で組み合うことにより競技を始める。いきなり寝姿勢となる

ことは認められない。 

2）組み合う場合、相手の上衣、帯および下穿のどこであっても握ることができる。（例えば、「片襟片袖」の組み方

を継続してもよい。）但し、相手の上衣の袖口、下穿の裾口の中に指を入れることは認められない。また、「双手

刈」「肩車」等の投技や、足を取っての（下半身への）攻撃または防禦も認められる。 

 3）「引き込み」により寝技へ移行する場合は、相手の上衣（帯より上の部分、帯を含む）を両手で握って行う。した

がって、片手だけで相手の上衣を握って引き込むことは認められない。但し、「引き込み」に拠らずに、巧みに寝

技へ移行することを禁じるものではない。 

 4）寝姿勢の相手のからだを引き上げて、畳から離した場合、「待て」の宣告の後、立ち姿勢から試合が再開される。

（「引き込み」とは逆の動作により、立ち姿勢に戻ることができる。） 

 5）立ち姿勢において、互いに手の指を組み合わせ続けることは反則。なお、寝技の攻防において、相手の手指 4 本

を握ることは認められる（但し、3 本以下の手指を握ることは反則）。 

 6）相手または自らの道衣を故意に乱すことは反則。 

２ 試合場および場外 

1）試合場内で始まった動作が継続し、掛けた技が場外で極まった場合、審判の「待て」の宣告がない限り、その技

は判定の対象となる。 

 2）試合場外またはその周辺で両者の動作が静止したとき、「そのまま」の宣告後、試合者を場内中央に戻して競技

を再開することがある。 

３ 技の判定 

 1）技の判定は、「一本」または「技有」のみ。「技有、合せて一本」も適用される。勝負の判定は、「一本」、技有と

警告を合わせた「総合勝ち」または「引分」のみであり、技有による「優勢勝」は適用されない。 

 2）投技の「一本」は、濡れ雑巾を床板に叩き付ける様子をイメージする。投技の「技有」は、「一本」に近いと認め

られる状態。 

 3）抑込技の「一本」は 30 秒、「技有」は 25 秒以上の継続が必要。「抑え込み」の宣告は、完全に「四方」または「袈

裟」の体勢に入ったと認められたときに発せられる。「裏固」あるいは脚を「三角固」に組んだだけの体勢は、抑

込技と認められない。 

 4）関節技を利かしながらの投技（例えば、通称「腕返し」や腕緘に抱えながらの「隅返」「支釣込足」など）は、投

技としての効果を認めない。 

４ 膠着状態による「待て」の宣告 

 1）両者がともに「足緘」を掛けたような体勢となり、双方が起き上れない場合。（なお、膝や足首の関節を極めるこ

となく、「足緘」のような外掛けの体勢になること自体は反則とならない。） 

 2）一方が「カメ」の体勢で静止し、他方に攻める意思が認められない場合。 

５ 禁止技 

 1）「足緘」、「胴絞」、「蟹挟」、「河津掛」を施すこと。 2）立ち姿勢から一挙に体を捨てて「腕挫腋固」を施すこと。 

 3）通称「肩三角グリップ」（相手の頸部と一方の肩を両腕で抱え込んだ状態）で投技を施すこと。 

 4）絞技を行う場合、自分の手指や拳で直接絞めること、両脚で直接挟んで絞めること、相手または自らの上衣の裾

や帯を握って絞めること。 

 5）肘関節以外の関節を極めること。（関節技は肘関節のみが認められる。肘関節以外の関節が極まりそうになる場

合は「待て」が宣告される。） 

 6）少年（中学生）に対して、「三角絞」および全ての関節技（関節技を利かしながらの投技を含む）、通称「逆背負

投」、無理な巻き込みによる捨身技または頸を抱え込んでの投技を施すこと。 

http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
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＜補足＞ 

●道着について：当然、柔道着でお願いします。どうしても（ブラジリアン）柔術着しかもってない方は仕方が

ないとのこと（仁木先生の見解）。その場合も、できれば柔道着っぽいものでお願いします。 

むしろ「お祭り」だからパッチ入ったりニギヤカな方がいいかな？ただ帯はちゃんと締めてください。 

 

●「試合進行・組み合わせについて」 

単純なトーナメントではなく、各チーム数試合はさせたいという仁木先生の意向です。 

１部（勝負を争う優勝大会）＆２部（親善・経験・高齢者部門？）に分けてもよいと思ったのですが、 

それはよくない？とのこと。 

参加チームの状況、希望次第で・・・ 

① ２つの予選リーグに分けて数試合ずつはしてもらうとか、 

② 変則リーグ戦的に適当なチームと数試合対戦してもらうとか、 

③ または勝ち抜きトーナメント、負け抜きトーナメントとか、検討中。 

 

（※次回以降検討事項→柔道の段位／ブラジリアン柔術の帯色と体重を係数化して１部２部に分けるとか？） 

各チーム構成を１０歳代～７０歳代まで各１名にするとか？？） 

「若者から年寄まで長く続けられて楽しめるもの」にしたいと考えています・・・ 

 

＜基本方針について＞ 

●今回は、開催すること、試合を成り立たせることを最優先とします。 

●さらに参加者みんなが楽しめて、有意義な経験になることを目指します。 

●そのため、事情が許す限り、もし直前になっても、人数が合わなくても、参加受け付けます。 

●試合の組み合わせは普段試合機会のないチーム、系統が違うチーム、 

実力の近いチームの対戦を優先します。 

 

＜試合運営について＞ 

●原則として、７人制、点取り試合、試合時間５分、勝敗は１本のみとします。 

（※ただし、河川敷でやる草野球的な感じで、固いことは抜きにしようと思います。 

「お祭り」ということでご容赦下さい） 

●試合時間、抜き勝負か、点取りか等は、 

当日の進行状況（時間）、運営の都合次第で、「両チームの合意により」適宜変更可能なものとします。 

●対戦チームだけでなく、試合内での対戦相手についても両者の合意次第では調整する場合があります。 

●チーム事情によって、選手の移動も、人数の上下も、連合チームも（合意次第で）あり得るものとしま

す。 

●決着つかない場合も代表戦とかはやりません。引き分けでいいでしょう。 

 

 

＜運営要員＞ 
●審判、時計係、掲示係、記録係、撮影係いろいろいります。 

審判は七大柔道経験者がいいかも。 

各チームから１～２名くらいは手伝ってもらいたいです。 

当然選手兼任も可です。是非、自主的に、よろしく。 

 

＜怪我・事故と保険について＞ 

・当日顧問医師が会場におり、緊急時、最低限のご対応はいただけます。 

・運営側として当日の傷害保険に加入します。損保ジャパン日本興亜（事故サポートセンター:0120-727-

110） 

それ以上の対応は主催者側ではいたしかねます。傷害保険などは必要に応じて各自でご加入ください。 

（※怪我のないよう、くれぐれも無理せずお願いします）。 

・・・・・・・・・ 
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七大若手 OB「選抜」チーム 

顔 氏名・年・体 一言紹介 

 

今成裕之(いまなりひろ

ゆき) 

23 歳(1994 年生) 

172cm,  82kg 

柔道歴 17 年(北海道大学、参段) 

格闘技歴 柔道のみ 

一言 怪我しないように頑張ります。 

 

（※：就職活動のため離脱、不参加らしいです） 

 

大岡勇斗(おおおかはや

と) 

24 歳(1992 年生) 171cm，

73kg 

柔道歴 12 年(東北大学、参段) 

格闘技歴 空手、ブラジリアン柔術(紫帯) 

一言 生涯現役。 

 

 

河合尊之(かわいたかゆ

き)24 歳(1992 年生)  

170cm，75kg 

柔道歴 10 年(東北大学、弐段) 

格闘技歴 柔道のみ 

一言 亀しかできません。 

（※仕事のため欠場らしいです） 

 

松浪祐樹(まつなみゆう

き) 

24 歳(1992 年生) 

179cm,  85kg 

柔道歴 12 年(京都大学、参段) 

格闘技歴 柔道のみ 

一言: 引退してから初めての試合となる。京大の名に恥じぬ戦

いをしたい。 

 

前川政司(まえかわせい

じ)23 歳(1993 年生) 

175cm,  85kg 

 

柔道歴 16 年(京都大学、四段) 

格闘技歴 柔道のみ 

一言 : 無理せずやれればと思います。 

 

鷹合宣宗(たかごうせん

しゅう) 

23 歳(1993 年生) 

166cm,  96kg 

 

柔道歴 17 年(大阪大学、二段) 

格闘技歴 ブラジリアン柔術(紫帯) 

一言 趣味は筋トレや柔道・柔術の動画を見ること、現在の状

況としてはモラトリアムを満喫中です。 

 

田中隆裕(たなかたかひ

ろ) 

23 歳(1994 年生) 

172cm,  75kg 

 

柔道歴 11 年(大阪大学、弐段) 

格闘技歴 ブラジリアン柔術(紫帯) 

一言：試合までに就活が終わっていることを願っています。 

 

 

松村郁弥(まつむらふみ

や) 

23 歳(1993 年生) 

175cm,  70kg 

柔道歴 15 年(大阪大学、弐段) 

格闘技歴 ブラジリアン柔術(青帯) 

一言:がんばって分けます。 

 

 

井手智朗(いでともろう) 

23 歳(1993 年生) 

166cm，63kg 

 

柔道歴 16 年(九州大学、参段)ブラジリアン柔術(茶帯)  

九大柔道部 H28 年卒。九州大学大学院 工学府 航空宇宙工学

専攻 修士 2 年。パラエストラなかがわで柔術やってます。多

分就職活動中。久しぶりの柔道の試合、楽しみにしています。

よろしくお願いします。 

 

佐段田温朗 

（サダンダ・アツロウ）25

歳 170cm81kg 

神戸大柔道部 OB、柔道三段、ブラジリアン柔術紫帯 

 

（※1 戦目のみあこう堂で出場。２戦目から七大若手 OB チーム

で参戦。旧三商大代表として交流にもよかったんでは？） 
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吹田柔術 
顔 氏名とか 一言紹介 

 

新川 武志 

もうすぐ 

５３歳 

吹田柔術代表 

広島県立本郷工業高校柔道部ＯＢ 

柔道初段 柔術二段 

PAN 選手権 シニア黒帯 メイオペサード優勝 

 

平田 龍有 

３５歳 

162cm 

65kg 

大阪大学柔道部ＯＢ 柔術黒帯、柔道三段 

 

原 晃 

４１歳 

176cm 

75kg 

柔術黒帯、柔道白帯 

高槻市在住 

 

イヴァイロ 

イヴァノフ 

Ivaylo Ivanov 

４１歳 

180cm 

100kg 

ブルガリア出身 

ＭＩスポーツクラブ代表／ブルガリアンバッグ指導員 

コンバットレスリング連盟代表 

柔道二段、柔術茶帯 

 

井上 勇太 

１８歳 

柔道二段、柔術茶帯 

明治東洋医学専門学校在学中  

 
 

橋本 帝富 大阪外語大学柔道部ＯＢ 

柔術茶帯 

年齢不明 

 

片桐 健登 

２３歳 

175cm,73kg 

大阪大学柔道部ＯＢ、柔道二段、柔術青帯、 

 

 

 
 

岡本 裕士 ＲＪＪ代表／足立学園柔道部ＯＢ 柔道三段／柔術黒帯 

（※当日来れるか不明→結局、当日、観戦・応援してました） 

コパ・ラスコンチャス 2016 

（アダルト黒帯ミドル級準優勝／アダルト黒帯無差別級３位） 

第 11 回全日本マスター柔術選手権 2017 

（マスター１黒帯ミドル級準優勝／マスター１黒帯無差別級優勝） 

 

服部雅昭

166cm70kg 

47歳 

名大ＯＢ（※当日追加参戦、最終ページ参照のこと） 
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ねわざワールド阪神 

顔 氏名・年・体 一言紹介 

 

津久井空 

1977年 2月 20日生 

40 歳 

１７５ｃｍ、６９ｋｇ 

柔道初段、ブラジリアン柔術茶帯。怪我をしないように頑張

ります。（懇親会○） 

 

金井 政史 

４５歳 

168cm,72ｋｇ 

柔道歴２０年。柔道４段、ブラジリアン柔術青帯。 

精力善用 自他共栄（懇親会○） 

 

松浦將和 

３０歳 

174cm、８５ｋｇ 

柔道歴１８年。柔道５段、ブラジリアン柔術青帯。 

初めてのルールで、対応出来るかわかりませんが、楽しみで

す。（懇親会○） 

 

尾山 正樹 

1980年 4月 27日生 

36歳 

173cm､77kg 

柔道二段。ブラジリアン柔術紫帯。 

久々の試合ですが頑張ります。（懇親会×） 

 

勝直光 

1984年 5月 28日生 

３２歳､180cm、70kg 

柔道二段。ブラジリアン柔術紫帯。大道塾空道（全日本大会優

勝）、初段。修斗プロ昇格。NJKFキックボクシングプロテスト

合格。久々の試合で初めてのルール、楽しみます！（懇親会×） 

 

黒川 達彦 

1988年 6月 9日生 

28歳、174cm,70kg 

柔道歴１日。柔道初段、ブラジリアン柔術茶帯 

柔道は怖いですが、頑張ります。（懇親会×） 

 

谷口 雄基 

1989年 1月 26日生 

28歳､174cm､66kg 

柔道二段。ブラジリアン柔術青帯。日本拳法一年。 

ルールに適応できるように頑張ります。（懇親会×） 

 川野上 

４４歳 

８０ｋｇ 

ブラジリアン柔術青帯 

 

（※仕事で不参加） 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



11 

 

長崎三菱柔道クラブ 

顔 氏名・年・体 一言紹介 

 

坂本究・４０歳 107kg 

(キャプテン) 

国立熊本電波工業高等専門学校出身。柔道四段。寝業より立業

の方が得意ですが、体重活かして頑張ります。 

 

※2015 年日本ベテランズ柔道大会(第 12 回日本国際柔道大

会)M2クラス 100kg超級優勝 

 

久保昌造 

44 歳 90kg 

柔道弱いですが、好きです。柔道三段。 

 

今村剛（イマムラ・タケ

シ） 

42 歳 65kg 

（※選手兼大会顧問ドク

ター） 

整形外科医師で主に膝関節、股関節を中心とした診療を行なっ

ております。 しかし、関節外科よりも関節技が得意です。柔

道四段。趣味は自転車と水泳とジョギングです。 

※2015 年日本ベテランズ柔道大会(第 12 回日本マスターズ柔

道大会)M3クラス 66kg級２位 

 

大塚祥央 

180ｃｍ 80ｋｇ 

警察庁（課長）。柔道四段。 

東京理科大柔道部出身です。パワーファイターで有名でした 

 

 

堂本和宏 

４７歳 70ｋｇ 

長崎三菱柔道クラブの総帥的存在です。柔道四段。 

 

※2015 年日本ベテランズ柔道大会(第 12 回日本マスターズ柔

道大会)M4クラス 73kg級２位 

 

桜井正裕 

４４歳 70ｋｇ 

久保さんの中学時代からの親友です。 

腕相撲が強いし、エビとかのスピードも相当すごいのです。 

柔道初段。 

 

永田譲二 

22歳､177cm,94kg 

柔道初段 

熊本出身。長崎大学卒。大きな成績は残していませんが、柔道

は大好きです。縁あって、今年から長崎三菱柔道部クラブに所

属させて頂くことになりました。新社会人として、元気ハツラ

ツに柔道をしたいです。神戸は初めてなので、とても楽しみに

しています。よろしくお願いします。 

 

石角裕太 

176cm,81kg,19歳 

大産大（※当日参戦、最終ページ参照のこと） 

（※↑たぶん、どなたも家族連れで懇親会参加） 

 

 
※2015 年日本ベテランズ柔道大会(第 12 回日本国際柔道大

会)？クラス？kg級？位 
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あこう堂（※個人参加の方もとりあえずこの名簿に追加します。おって配分考えます。ご要望もどうぞ） 

顔 氏名・年・体 一言紹介 

 

畠山治樹(ﾊﾀｹﾔ

ﾏ･ﾊﾙｷ) 

S39(1964)､52歳

170cm／64kg 

九大柔道部 OB。昭和６３卒。中学は剣道部。柔道三段。ヨメの数、約１名。子

供の数♀２名｡孫こそは男子希望。相撲好き｡山・川・カヌー等好きですが、結婚

して以来、野山に行くどころではありません。つうか、もう無理か？最近は体も

いろいろ劣化中｡運営と出場の予定｡あこう堂管理人＆大会運営委員使い走り。 

 

佐藤茂 

S39(1965)生、 

52歳 

174cm,77kg 

京大柔道部 OB、昭和６２卒。柔道二段。京大１０連覇黄金期の主要メンバー。 

ブラジリアン柔術青帯、グラップリング歴３ヶ月。妻一人子２人。 

 

 

清瀬弘晃(ｷﾖｾ･ﾋ

ﾛﾐﾂ)S39(1964)

生、52歳 

168cm／80kg 

九大柔道部 OB、昭和６３卒から１年遅れ卒。柔道三段（だっけ？）二児の父。

工学博士（になったのかな？）。川崎重工。新人採用担当（※学生・院生は手加

減するように！）。中学は相撲部、元怪力柔道家、現在、川重綱引きクラブ所属

選手として握力増強中。あこう堂では宴会要員に移行中・・・ 

 

大森泰宏(ｵｵﾓﾘ･

ﾔｽﾋﾛ) 

今年 50のおじ

いさん。171/70 

東北大柔道部 OB、平成２卒。柔道三段だっけ？テレマークスキー、カヌー、登

山、合気道、ヨガ・・・。ヨメの数１、子供の数は・・・。 

 

栗林延功(ｸﾘﾊﾞﾔ

ｼ･ﾉﾌﾞｶﾀ) 

昭和

47(1972)1.27 

45歳､ 

161cm、67kg 

北大柔道部 OB。あこう堂で稽古はじめて１年になります。記念すべき第一回大

会に参加でき、柔道を通して皆様と交流を深めることができることをうれしく思

います。＜※事務局補足＞元・北海道柔道６５kg 級学生チャンピオン。柔道三

段。ブラジリアン柔術紫帯、ボクシング１年、元アマシューター。ブランク１０

年。復帰後１年。まじめで公務員で独身です。よろしくお願いします。 

 

佐藤康史(ｻﾄｳ･ﾔ

ｽｼ)1987.12.14 

29歳 165cm73kg 

北大柔道部 OB。紋別出身（たしか）。バイオ系研究者。高砂市在住。柔道四段 

 

樋口雄志 

160cm/68kg 

空手、システマ、古流武術、ブラジリアン柔術、グラップリング、高専柔道。柔

道白帯。整体師。高速ヒップウォーク。 

 

藤原勝博 

1980.1.14 

37歳 

182cm／80kg 

柔道初段、植木屋、バンドマン、ベーシスト、古流武術、空手師範。殺人的正拳

突き＆殺人的蹴り。 

 

福崎義経 

高２ 

三田市からあこう堂（神戸市須磨区）まで練習に来てます。もちろん他にも各所

に通ってます。 

  

福崎颯真 

2003.2.23生 

14歳中三 

160cm/68kg 

三田市からあこう堂（神戸市須磨区）まで練習に来てます。もちろん他にも各所

に通ってます。 

（※中学生なので、もし試合の際は関節技、三角締めはナシの七大ルールでお願

いします） 

 

土橋凜太郎 

中学三年生 

 

増田俊也さんの「木村政彦・・・」から、古流柔道（高専柔道）を知り、 

泉南からあこう堂（神戸市須磨区）まで通っています。（もちろん他にも各

所に通ってます）（※中学生なので、もし試合の際は関節技、三角締めはナ

シの七大ルールでお願いします） 
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今松健 

昭和 41生 

51歳 

極真空手３段、大道塾３段。柔道白帯。大道塾（着衣総合格闘技：空道）全日本

シニア部門優勝（でしたっけ？）。空手では蹴りでバット折ります。組み技では

バット絞め（ベースボールチョーク）で落とされました。違いのわかる５０代。

生涯格闘家。あこう堂宴会で仁木先生に共鳴して（強制されて）出場。 

 

藤井 極真茶帯、大道塾茶帯、柔道初段。筋トレ＆パチンコ好き 

 

（※腰痛で離脱・・・） 

 

山下雅之 九大柔道部平成３卒。ブラジル勤務より帰任（新日鐡住金）。とりあえず柔道着

は持っていきます（半引退、ブランク期間中）・・・ 

 

佐段田温朗 

（サダンダ・アツ

ロウ）25 歳

170cm81kg 

神戸大柔道部 OB、柔道三段、ブラジリアン柔術紫帯 

 

（※本人とチームと相談ですが、 

出るとしたら、私の引きであこう堂か、年齢的に七大若手 OBチームでしょう） 

 

ﾐﾙﾁｬ･ｻﾎﾞｳ 

Mircea Sabou 

40歳 175cm80kg 

総合拳法師範、柔道初段、ルーマニア出身／芦屋市在住（奥さんは日本人）。 

 

（※人数次第ですが、東京仁柔会が少ないからそこから出ますか？、あこう堂で

出ますか？）→※当日、混成チームとあこう堂Ｂチームでも参加 

 

ﾋﾞﾝｾﾝ･ﾌﾞｲｯｿﾝ

Vincent Buisson 

30歳 

163cm,60kg 

フランス出身、たぶん明石あたりに在住。柔道二段：二見尚志（しょうじ）会

（明石）。柔術青帯：ＳＰＯＫ（スポック）所属（神戸）。柔専館でも稽古してい

ます。 

（※人数次第ですが、東京仁柔会が少ないからそこから出ますか？、あこう堂で

出ますか？）→※当日、混成チームで参加 

 

昌山大貴 

1983.8.23 

182cm/80kg 

日本拳法、空手、柔道白帯。ブラジリアン柔術少々。 

 

（※日拳の試合で離脱・・・×） 

 
津田剛 （※北海道赴任中で無理・・・） 

 

尾崎大  

 

服部雅昭

166cm70kg47歳 

名古屋大柔道部 OB 柔道二段、ブラジリアン柔術青帯 

（※見学とか観戦とか言わず、柔道着持参でお願いしますよ！どこでもご希望の

ところで出場可）→※：当日、吹田柔術で参加。最終ページ参照のこと） 

 

辻尚裕 神戸大柔道部 OB、「仕事の都合が付いたら行きます」 

（※お待ちしてますよ！）。→※仕事で不参加 

 

東壮一 

1976年 

40歳 

北大柔道部ＯＢ／柔道初段 

（柔道は年に２～３回です）→※当日、混成チームとあこう堂Ｂチームでも参加 

（※最終ページ参照のこと） 

  

 

 

吉岡稔浩 

171cm･75kg 

名大柔道部平成２年卒。大阪弁護士会、医療委員会・消費者保護委員会等委員。

日本プロ野球選手会公認代理人弁護士。白馬（あおうま）経済法律事務所。囲碁

アマ八段（関西棋院）。大阪弁護士会囲碁大会準優勝、全国法曹囲碁大会（団体戦）

出場。将棋、大阪弁護士会将棋大会優勝。 

（※「できれば、懇親会には来ます？！」） 

https://www.facebook.com/vincent.buisson.121/photos_all
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東京仁柔会（※東京より仁木先生勧誘組） 

 

吉成 隆杜（ﾖｼﾅ

ﾘ･ﾀｶﾓﾘ） 

1949.2.9 

68歳 

中央大学卒。サクセス※（ゲーム会社）・代表取締役（社長）。（※なめこゲーム

でおなじみ）ゲーム制作 1400 タイトル。寝業研究会。柔道 55年。柔道六段、

大東流合気柔術 8年。 

 

後藤悠司 

(ｺﾞﾄｳ･ﾕｳｼﾞ) 

170cm,75kg 

一心柔術代表（東京）。千唐流空手黒帯、ブラジリアン柔術黒帯。・・・IBJJF

アジア柔術選手権優勝(茶帯,フェザー)２０１５(日本)／IBJJF マスター世界

選手権 ２０１５年３位 (茶帯,フェザー) ２０１５年(アメリカ)／Copa Las 

Conchas スーパーファイト優勝(黒帯、フェザー) ２０１６(日本)／JBJJF 全

日本マスター ２位(黒帯、フェザー & オープン) ２０１６(日本)・・・・・ 

 

鈴木喜徳 

1963 年生まれ

（もうすぐ 54） 

171cm、80kg 

名大柔道部 S６１卒、寝業研究会（東京）主要メンバー。旭化成ホームズ。 

柔道 3段。 

柔道歴：高校 3年、大学 4 年（ブランク約 20年）、寝業研究会 11年 

 

 

竹下登 

1979年 11月 27

日 

171cm,70kg 

寝業研究会（東京）格闘技歴:柔道 12年(参段)、 

合気道 12年(参段)、少林寺拳法 3年(初段)、総合格闘技 12年、レス

リング 1年 

 

 

鈴木健太 

 

一心柔術道場（東京）。2017 年沖縄空手道 剛柔流世界大会準優勝。

2016年 沖縄空手道 剛柔流大会 準優勝。2015年柔術大会 WHITE RIOT 

2015 ライト級 優勝  

            （※参加無理になったようです・・・） 

 

矢間啓三 

170cm､68kg 

耳のつぶれた戦う漫画家、ぺん獣やざま優作。「白帯王」「ぺん獣☆やざま優

作の格闘絵日記」。柔道初段、ブラジリアン柔術紫帯。ほかいろいろ。神戸出

身。東京在住。 

 

白神利和 

175cm 

88kg 

ブラジリアン柔術黒帯（柔専館／神戸市垂水）、柔道白帯 

（※当日参加：最終ページ参照のこと） 

 

 

錦竜太 

73kg 

柔道二段（二見尚志会／明石市）、 

ブラジリアン柔術青帯（柔専館／神戸市垂水） 

（※当日参加：最終ページ参照のこと） 
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組合せ表（※どれか使うか、使わないか・・・） 

＜トーナメント＞ 

 
＜リーグ戦＞ 

 

試合記録（メモ） 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将  
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試合記録（メモ） 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将  

         

         

 

 

 

 

        

 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将  

         

         

 

 

 

 

        

 

 先鋒 次鋒 五将 中堅 三将 副将 大将  
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あこう堂は、古流柔道祭を応援します 

 

※今のところ→貸し道場・教室・スペースです（平日１時間１０００円～） 

●設備：動画遅延再生システム、録画システム、液晶モニター、DVD再生、スポーツタイマー、サンドバッグ、ロ

ープ登り、クライミングボード、シャワーほか。ミット、グローブ類、レンタル道着もあり。） 

●毎週水曜夜は高専柔道（七帝柔道）練習日。ときどき土日の練習会あり。 

クラス拡張、開催日の増加は、常に検討課題なので、あなたのご要望次第です。よろしく。 

（あこう堂：詳細はこちら。↓ブログ、ホームページまでたどりついてちょ。） 

あこう堂ブログ（QRコード）

 

http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/ 

あこう堂ホームページ（QR コード）  

http://accordsuma.grupo.jp/ 

〒654-0055神戸市須磨区須磨浦通 5-5-12・あこう堂(080-5323-4775) 
 

祝 古流柔道祭２０１７！！ 
森本 薫：東大柔道部、昭和 50年卒、七大戦優勝 1回、柔道五段 

    得意技：巴投げ＆鉄砲返し（かつて） 

日本マスターズ柔道協会事務局長／北浜柔道塾顧問 

 TEL:090-4022-5992 e-mail:morimoto1111@msn.com 

   
北浜柔道塾(2016 年練習会：於あこう堂)                   森本薫 

tel:090-4022-5992
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祝・古流柔道祭 

 
長崎三菱 

柔道クラブ 
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祝・古流柔道祭 
 

大阪辯護士會 

   吉 岡 稔 浩    
 

名古屋大学柔道部（平成２年文学部卒） 

白馬
あをうま

経済法律事務所 
 

コーポレート・レジリエンス 

アセット・マネージメント 

覚せい剤事件弁護と保釈請求 

 

〒５３２－００１１  

大阪府大阪市淀川区西中島六丁目２番３号 

チサンマンシヨン第七新大阪１０１１号室 

０６―６７３２―９３４８ 

https://www.aouma-law.com/ 

aouma-yoshioka@lawyers.jp   
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北浜柔道塾 

 
（総会）2009／2016 

 

 

 
野村豊和先生・背負投講習 

(和歌山支部・野村道場／神戸支部・あこう堂) 

 

北浜柔道塾 http://judo.gouketu.com/ 

名誉塾長：野村豊和／名誉副塾長：大橋武彦 

相談役：森和義 

顧問：森本薫・南一二／副塾長：田渕貴重 

東京本部長：白土正介／関西本部長：大塚裕蔵 

http://judo.gouketu.com/
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＜追加＞ 

前夜～当日参加者（※後日情報追加）（コメントも運営側から追加） 

顔 氏名・年・体 一言紹介 

 

石角裕太 

176cm,81kg 

19歳 

大阪産業大・柔道二段／神戸市在住（※1992 年バルセロナ五輪 銅メダルの坂上

（旧姓）洋子選手の息子）、 

→（※長崎出身：長崎三菱柔道クラブで参戦） 

 

東壮一 

1976年/40歳

162cm,70kg 

灘高／北大柔道部ＯＢ、柔道初段（柔道は年に２～３回です） 

→※混成チームとかあこう堂とかで参加。どうも本人は助っ人かお客さんのつもり

だったらしい？。急に来てお気楽でした。こっちは知らない人が来ても怪我に気を

使うだけ。前夜にＦＢで他の人にまで当日参戦を誘ってましたけど、こっちは大変

なんですから。何か月もあったんだから事前に連絡入れなさいよ。 

 

五藤彰規 

29歳 

172cm､76kg 

北大柔道部ＯＢ、柔道初段 

→※混成チームで参加。連絡もなくお気楽に当日お越しいただきました。 

ちゃんと事前に連絡もして運営も手伝いなさいよ。 

試合出場なんて、楽しいだけでエラくもなんともないです。 

 

服部雅昭

166cm70kg 

47歳 

名古屋大柔道部 OB 柔道二段、ブラジリアン柔術青帯 

（※「見学に行くかも」、とか言ってたかと思ったら、当日来られて、こちらの知ら

ぬ間に吹田柔術の次鋒で参戦。おいしいところで？２戦２勝。ご満悦でした。ウチ

にくりゃ「大将」で出してひどい目にあわせてあげたのに・・。今度は是非、大会

の主催してください。私も当日行って試合だけ出て「楽しかった」って言ってみた

い。 

 

毛利宋玄 

167cm、

71kg。1974

年生、43 歳 

灘高／早稲田大ＯＢ。柔道初段、ブラジリアン柔術青帯、中国武術 10 年、総合

格闘技 3 年です。→※急に来て、なぜかあこう堂とかで参戦。「出してくれ」っ

ていうから、見た目が同じ？上記、服部さんに当てたら秒殺されてました。よく

聞いたら柔道歴は灘高だけだそうで、そんなの素人です？！ウチ（あこう堂）か

ら出たいという自信はなんだったのか？他にメンバーまだいたのに、私もドタバ

タでうっかりしてました。本人は助っ人のつもりだったのかな？お気楽でした。 

 

白神利和 

175cm 

88kg 

ブラジリアン柔術黒帯（柔専館）、柔道白帯→※東京仁柔会へ参加 

※当日参加。運営側の苦労も知らずお楽しみでした。 

まぁ結果として人数あわせには良かったけど、いろんなレベルの人がいるし、

チーム分け、想定に困るし、参加情報は早めにないと困るんです。 

（※以下どいつも同じ） 

 

錦竜太 

73kg 

柔 道 二 段 （ 二 見 尚 志 会 ）、 ブ ラ ジ リ ア ン 柔 術 青 帯 （ 柔 専 館 ）

http://23101092.wixsite.com/futamishoshikai 

 

→※東京仁柔会へ参加 

 

戎谷剛 

167cm 

62kg 

ブラジリアン柔術黒帯（柔専館）、柔道白帯。ブラジリアンでは実力者です。 

→※混成チームで参加。※組み合せ､時間配分等全ての想定が終わり、体の不調をお

し、睡眠を削り最終ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷にかかろうかという試合前前深夜の私を「チーム参

加したい」とのメールで精神的、肉体的に追い込み、ブチ切れさせてくれた柔術組

ですが、結局、七大 OB 組も手伝いもせず、そんなのばっかりだったんで、気にし

ないでいいです。ただ、どっちにしても次回は募集・締切はキッチリ切ります。 

 

橋本峯雄 

173cm 

73kg 

ブラジリアン柔術黒帯（柔専館）、柔道初段→※混成チームで参加 

※言い足りないからここに書くけど、大会記事（原稿）書くにしたって 

事前に選手情報まとめとかないと無理なんですから。試合出ながら現場仕切りなが

ら２試合場の取材できると思うか？ホント、ギリギリでムチャクチャになりまし

た。 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F23101092.wixsite.com%2Ffutamishoshikai&h=ATOlt22OxCTthc_BZaKQhLBPneY2nZC_7vw-IyX4QpVIPhKhYRFFm3jkHAG9-RjwkxJ70LHcRCR8Qmw1gbjyQ3bV4hJDbqHUweMj9n4x28lqx97h4Ad7AylmLKLIuQAbSSG8Lh-Da3bko1xuryrcbUMB4TqC
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