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（最新版はあこう堂サイトからもダウンロードいただけます） 

第２回古流柔道大会（試合結果＆報告書） 

 

平成３０年（２０１８年）９月１５日（土曜） 

於：王子スポーツセンター（神戸市灘区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜あこう堂１０周年記念特別企画＞ 
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                            文責：畠山（あこう堂主宰、九大柔道部ＯＢ） 

＜大会全般について＞ 

●開催の趣旨：第一回と同じくもともとの「柔道」も残したいということです。古流と言っても、実際は「高

専柔道」であり、その現代版・七大ルールで行っています。明治からのルール変遷の歴史を調べ直して実感し

ましたが、実はこの柔道は、危険技に関する規制以外、柔道創設時のシンプルで自由なルールそのものです。

大正末期以降のルール改訂も拒み、昭和以降も自由を貫き、昭和（戦前）に最盛期を迎えたこの「昭和フリー

スタイル柔道」こそルール激変の柔道界でむしろ存在意義を増しているのではないでしょうか。 

 

(※道場１０周年記念配布用 

あこう堂謹製 

オリジナル手ぬぐい&Ｔシャツ) 

グレコローマンの投げを発達させる国際柔道や、寝業に特化したブラジリアン柔術など、それぞれ「柔道」か

ら分岐して素晴らしい発展を遂げています。しかし、国際化、商業主義により下半身への攻撃を封じるなど、

本来の投げ技を無くしては、武道・武術として、護身や格闘技としての本来の柔道はどうなるのか。講道館で

発達した投げ技でも、今後、足に触れる技は廃れるでしょう。高専柔道で発達した抑え込みを中心とした柔道

の寝業も、他の競技に比べ特有の意義がありますが、存分に発揮する場は無いように思います。 

 

さらに主催側の本音を言えば、（経験者の方はご納得いただけるかと思いますが）、この大会の目的は、現代で

は一部大学でしか行われていない「七大柔道（七帝柔道）」のプロモーション(推進、広報)でもあります。 

 

経験者が続けたり、一般の方が経験したり知る機会がもっとあってもいい。有意義な点もあるのだから、もう

少し世間に知られてもいい。継続する場があれば普及、発展もあるかもしれない。そういう思いです。 

 

●昨年の第一回大会について：「古流柔道祭」として行い、高専柔道の技術も習得・伝達されてこられた仁木征

輝先生が提唱され、わたし（あこう堂）が主催という形になりました。各種のご縁により、神戸出身の柔道の

祖・嘉納治五郎先生ゆかりの灘高での開催は、奇しくも現在の柔道界を憂えるであろう先達への奉納となり、

現代における講道館柔道と高専柔道の邂逅ともなり、「祭り（祀り、奉り）」としました。 

 

●本年の第２回開催について：継続することが有意義とは考えていましたが、個人での主催は作業などの負担

も大きく、当初、第二回は、主催者の個人道場（あこう堂）内での小規模な開催を想定していました。一方

で、一部には継続による本格化を望む声もありました。たしかに第一回は盛会でしたが、確立されてはいませ

ん。大会医師、試合周りの運営、審判を含め、仁木先生による人員・選手の要請と招請、ご協力があってこそ

で、幸運が重なってたまたま盛会になったに過ぎません。私もギリギリでしたし、仁木先生も「最初で最後の

柔道界へのご奉公」、「冥途の土産」、「もう無理」とのお話でした。 

 

もし第二回以降を開催するなら、また全てが一からの話です。しかし、この分野に期待していただけること自

体はうれしいことです。そのため今後体制を確立できるかどうかも想定し、運営側の人集めから行うことに

し、会場を確保しての開催に踏み切りました。そこからが苦難の道？でした。紆余曲折を経て、幾多の障害を

乗り越え？、なんとか開催にこぎつけたのは、運営や選手勧誘にご協力いただいた諸先輩、ご支援いただいた

方々、都合をつけて参加いただいた選手のみなさまのおかげです。 

 

結局、参加者数も参加決定時期もギリギリでしたが、なんとか当日、５チームに仕立て、変則トーナメントで

開催いたしました。 
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●参加５チーム： 

・「七大若手 OBチーム」（平成２４年大学入学組：昨年チャンピオンチーム） 

・「兵庫県庁チーム」（兵庫県庁職員＆県庁道場の練習者ほか） 

・「高齢軍」（５０代チーム、１名のみ大学繋がりの４０代。４名はルール経験者。通称レジェンドチーム） 

・「若手混成軍」（七大系を含む強豪の若手（２６～３０歳／通称ヤング・レジェンドチーム） 

（※内訳は七大ＯＢ３、三商大（神大）ＯＢ１、柔道&柔術の大型強豪 1） 

・「あこう堂正規軍」（あこう堂で練習してるか、練習経験のある方）。 

（※２名は高校（灘高）の同窓つながり。ほか古武術・空手つながりなど）。 

 

結局、全登録数を合わせて３０名弱。初回の５０名強に比べれば数は減りましたが、むしろ経験者の比率は増

え、ルール初体験の方も強豪で、内容は濃かったように思います。初めての方や、遠方からの参集、各種試合

の前後の重複、仕事や家庭の事情、災害復旧中など各種の都合をつけてよくこれだけ集まってくれました。 

 

●試合方式：敗者復活ありの変則トーナメント、４分制、点取り試合。 

５チーム総当たりとなれば、選手（年寄組、初心者）も運営側も大変です。また、去年の変則リーグ戦のよう

に手頃なチームと対戦して終わりというのでは、親善、体験感が抜けないため、５チームの変則ですがトーナ

メントとしました。 

 

ただし枠に損得があるため、チーム力に劣るあこう堂を、初戦負けを想定した枠にいれるなど、ワク組みは運

営側で事前に（現場で）決めさせてもらいました。 

 

なお試合を「４分」「点取り制」で固定したのも当日であり、運営の都合上です。実力差によって試合時間を変

える想定から４分固定にしたのは実はタイマーの設定変更が複雑だったため。点取りにしたのは、チーム力に

差もあり、経験の程度も違うこと。この分野が確立されていない現状では、点取りの方が無難かという理由。 

 

結果的には、手ごろなチーム数で、トーナメントによる勝負感もだせ、組み合わせも経験的に有意義で、体力

的にも妥当なところでおさまり、１試合場にしたことで、運営側の進行も楽で、見る側にも好都合でした。 

 

なにせこのルールの試合など一般にはない現在、人を集めて成り立たせること自体が困難で、有意義なことと

考えます。それをご承知おきの上、ドロナワ感、適当感はご容赦いただければ幸いです。 

 

●開会挨拶 

①瀬戸口先生：（※東大柔道部 OB、関西七柔会幹事、西日本実業柔道連盟理事

長）： 

七大柔道経験者であり、関西七柔会でも、実業団柔道でも重鎮であるという本大

会の挨拶にはベストのお立場である。 

 

柔道のそもそもの成り立ち、その意義について、また「国際柔道も柔道、コレ

（古流柔道）も柔道」「是非有意義な経験を」との有難いお言葉を頂戴する。 

 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/8/f/8f9e2779.jpg
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②伊藤先生（伊藤整形外科／大会顧問医師、京大柔道部 OB)： 

七大柔道経験者でもあり、整形外科医というお立場から、この柔道はむしろ無理

がなく、ケガするようなものではないこと、もしもの場合はご対応いただける、

との有難いお言葉を頂戴する。 

  

続いて運営側からルール説明。ブラジリアン柔術しか経験のない方もおられた昨年と異なり、ほぼ柔道経験者

ばかりだったので、口頭と資料（パンフの１ページに整理したもの）で済ませました。柔道経験があれば、危

険性（安全性）に関する規制は、要するに通常の柔道と同じです（持ち上げればマテ）。 

 

＜第一試合＞去年のチャンピオンチーム・七大若手 OB（平成 24入学組)に対するは、七大系ほか若手でまとめ

た若手混成軍（通称ヤング・レジェンド）。いきなりの頂上決戦。敗者復活に回ったチームも、勝ち上がる元気

もあり、その過程で各チームとの対戦も有意義だろうという運営側の意図で、初戦にもって来た。 

 

●先鋒戦：七大若手 OB軍（平成 24入学組）が河合（東北大 OB：25歳）。対する若手混成軍は、佐藤（北大：

31歳）の七大 OB対決。 

  

河合引き込み、下から攻めんとする

が、佐藤（康）力ずくで脚を担いでカ

メにする。ＳＲＴ（おそらく組手は船

久保固め）で一瞬抑え込むが、これは

河合逃げる。佐藤は三角等でもよく攻

めるが河合のカメも固い。引き分け。 

（※佐藤、現役に近い年齢の河合をよく攻めた。昨年より仕上げてきた感）。 

 

●次鋒戦：七大でも屈指の強豪だった今成（北大ＯＢ２５歳）に対するは、こちらも強豪、混成軍・井手大心

（２６歳）は、龍谷大 OB柔道三段。９３ｋｇと大型でさらに柔術も修行中（青帯）。 

  

 

しかし、さすがに今成、組手争いから、巻

き込み式一本背負い。そのまま上になって

足抜きの態勢。井手（大）もよく耐えて時

間切れ。 

 

●中堅戦：強豪「松浪絞め」の松浪（京大 OB25歳)に対するは、混成軍・尾崎（九大･元主将:27歳)。 

七大 OB 実力者同士の対決。一同固唾をのんで見守るが、なんと開始３０秒で尾崎の小外刈り、 

松浪たまらず、うつ伏せに逃れる。さらに逃がれんとする松浪を尾崎が腕をたぐって追い打ち、この時、松浪

の道着が半脱げで、一瞬「自縛状態」は不運？だが、偶然か？自業自得か？圧力負けか？動きの途中で試合は

止められない。 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/9/b/9b8d7147.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/5/6/565ac7bd.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/9/8/9831abea.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/a/b/abae3e23.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/d/e/dee6cc4e.jpg
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これも勝負のあやか。 

そのまま崩れ上で尾崎

が抑え込みに入る。こ

こまで５０秒。 

 

尾崎、実力者対決で強豪を堂々の秒殺。七大では２期上級の面目か。 

 

これで昨年のチャンピオンチームに対して、若手混成軍がまさかの（失礼）１つリード。 

昨年はルール未経験者の出場も多く、どのチームにも圧倒的な力の差をみせた、七大若手ＯＢ（平成 24入学

組）だが、今年はそうはいかなかった。 

 

●副将戦：これも七大 OB対決。元京大主将の前川（２５歳）に対して、混成軍は、東大 OB堀内（３０歳）、長

身細身の堀内、引き込むがカメにされ、腕をとられ、横三の態勢から、キッチリ崩れ上に抑え込まれる。 

 

（※初心者で七大柔道から始めたという堀内。よく耐えたが、前川相手では荷が重かった。しかし、わざわざ

東京から来てくれた堀内のおかげで去年不在だった東大ＯＢも加わり、今年は七大ＯＢ選手が全校揃った） 

これで七大若手 OB軍、１－１のタイに戻し、大将決戦となる。 

 

●大将戦：七大若手組・元阪大主将の鷹合２５歳に対するは、若手混成軍・神大 OBの佐段田２６歳。 

実は佐段田、去年は怪我でメンバーの欠けた七大若手ＯＢチームで穴埋め出場し、優勝に貢献。昨年は鷹合と

も「チームメイト」で両者ともが三戦三勝。互いに柔道だけでなく柔術でも活躍中（現在紫帯）の強豪。 

興味深い試合だが、パワーと体重で優る鷹合が、「肩車」から佐段田を仰向けにして、そのまま抑え込み。 

  

 

現在の国際ルールでは使えない肩車はこ

の試合ならではか。 

 

なんと抑え込みまで１分３０秒。鷹合が

実力をみせた。 

２－１で七大若手ＯＢ軍（平成２４年入学組）の逆転勝利。 

 

両軍ともこのルール経験者ばかり、初体験の１名も強豪で、見ごたえがあった。ただし、短時間で決着した試

合は、最近の練習量の差の影響も大という話を聞いている。社会人ではやむを得ない面もあるか。 

 

若手混成軍（通称：ヤングレジェンドチーム）、これで敗者復活戦に回ることになった。 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/8/1/81b820de.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/f/7/f7bfc8c0.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/c/e/ceb6b339.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/0/7/071fe048.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/b/1/b12072b6.jpg
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＜第二試合＞：兵庫県庁チーム、Ｖｓ．高齢軍（通称：レジェンドチーム） 

兵庫県庁メンバーは、実際には「兵庫県庁での練習者」が多く、練習の指導もされている瀬戸口先生（東大Ｏ

Ｂ）の勧誘でご出場いただいた。このルール初体験者ばかりだが、実力のほどが興味深い。 

 

高齢軍は、会場での通称はレジェンドチーム。この試合は、５０代４名と大学繋がりの４０代１名で挑む。 

うち４名はこのルール経験者。これを若い順に並べるという適当なオーダー。 

 

●先鋒戦：県庁チーム：ビンセン・ヴィッソン、対高齢軍：伊藤。ヴィッソン（ﾌﾗﾝｽ;31歳）は小柄

(163cm60kg)だが、日本で柔道、柔術も修行中（柔道２段、柔術青帯）。昨年大会も出場した「高専柔道好き」。

怪我人で不足した県庁チームに追加参戦。ヴィッソン、タイミングのよい帯取返しを仕掛けるが、 

  

体格にまさる伊藤(167cm78kg)、これに耐え

て上になる。伊藤は、このチーム唯一の｢若

手｣40代。一橋大 OBで七大ルールの経験も豊

富な伊藤、さらに上から攻めんとするが、ヴ

ィッソン脇をすくって返し、上になる。 

 

 

疲れが見え出

した伊藤をカ

メにして攻め

るが時間切

れ。 

小柄なヴィッソンだが、高専柔道好きというだけあって、寝業の技術と練習量（若さ？）をみせた。 

 

●次鋒戦：県庁軍：塩谷／老齢軍：津田。塩谷は、178cm80kg23歳、若手のパワーファイター（三段申請中）。

津田は、171cm100kg＋α、51歳、元一橋大主将、五段。（大學卒業以来 30年間､年 1kgずつ？絶賛増量中） 

 

津田は七大ルールも経験豊富。対する塩谷は初体験である。体重にまさる津田、いきなり強引な帯取返し、 

  

さらに、そのまま鉄砲返しを仕掛ける

が、身長にまさる塩谷、パワーと体幹

でこれを耐え、上になる。 

返しが不発でカメになった津田を塩谷

さらに攻めるが、100kg超の津田のカ

メは返らない。 

 

ジリジリした展開にそのまま時間かと思わ

れたが、津田も意地がある。差し手をワキ

に挟んで逆転の回転脇固めを狙う。 

塩谷が逃れたところで時間切れ。 

津田は既に体力使い果たしたように見える

が気のせいか？ 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/9/e/9ec358ae.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/a/e/ae69f66a.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/c/9/c94945ec.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/9/d/9ddce0b6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/e/4/e48e295c.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/b/9/b980e368.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/8/6/860b5f97.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/6/0/60c796aa.jpg
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●中堅戦：県庁軍：富田／老齢軍：畠山。出場唯一の高校生、富田に対し５３歳（年末で５４歳）の畠山。 

本大会、最大年齢差対決。なぜか試合前から既にヘロヘロの畠山、へたり込み式の引き込み。富田良く攻め、

下になっても腕をとる、足を取る、返すなど連続攻撃。畠山、ブラジリアン柔術なら反則の外掛け（足がら

み）の態勢で一呼吸。 

 

さすがに足関

節技は控えた

（？）が、高

校生相手に態

勢だけでもヒ

ンシュクか。 

攻め手もなく逆に富田がバックを奪う。畠山がこれをたぐり落とし、攻めに転じようとしたところで時間切

れ。意外な強豪高校生相手に、畠山あからさまに動きが悪い。高校生の富田はさすがに元気いっぱいだった。 

 

●副将戦：県庁軍：山口 27歳 3段／老齢軍：鈴木（名大 OB、3 段、満 55歳はアラフィフか？アラカンか？） 

鈴木は昨年に引き続き東京から参戦。山口は、もともと立技師だが、寝業も急速向上中。組手も厳しい若手の

山口相手に、高齢軍・鈴木なかなかいいところをとれず、立ち技（組手）に押されて、引き込むのも難しい。 

 

２分経過、山口の

一瞬の背負い投げ

に合わせて先に尻

をついて寝る感じ

で、引き込みの態

勢になる。 

  

形としてはデラヒーバのまま時間経

過。引き分け。（※実は、山口は、全国

の県庁職員大会？とかで個人戦連覇中

の強豪らしい） 

鈴木、分けとしては安定していたが、

攻めまではいたらず。これで、この試

合、ここまで４戦全て引き分け。 

●大将戦：県庁チーム：池田三段(22 歳 95kg天理大 OB)／老齢軍：喜多（6段 55歳、2018 ﾏｽﾀｰｽﾞ 66kg優勝、

甲南大 OB)勝負の行方が持ち込まれた大将戦は、この試合、唯一のルール初体験者同士。若い順に並べるという

適当なオーダーの老齢軍は、六段 55 歳でもバリバリの喜多を大将にすえたが、相手は若手で大型の強豪(天理

OB)だった。小柄な喜多は、後ろ帯でつぶされ、カメにされ横三角の態勢からの十字固めに秒殺で散る。 

 

これで、ルール初体験の兵庫県庁軍が１－０で経験者中心の老齢軍を下し、高齢軍（またの名をレジェンド

軍）は、敗者復活に回ることになった。 

意気上がる県庁軍に対し、初心者にやられた高齢軍は意気消沈か？！果たして体力は続くのか？！ 
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＜第３試合＞あこう堂正規軍に対するは、いきなりの頂上決戦で敗者復活戦にまわってきた若手混成軍（通

称：ヤングレジェンドチーム）七大系３名＋２名は柔道＆柔術の強豪（神大ＯＢ＋龍谷大ＯＢ） 

 

あこう堂の５名は、打撃系格闘技出身３名＋柔道出身２名（灘高つながり）全員あこう堂で練習経験がある５

名を揃えた。うち１名がこのルール経験者（北大 OB）。強敵の若手混成軍にどこまで対抗できるか。 

 

●先鋒戦：あこう堂：昌山（柔術青帯）／若手混成軍：佐藤（康）柔道４段。 

昌山（ショウヤマ）は、１８２ｃｍ８０ｋｇと大柄だが、本来は日本拳法の選手。柔術も修行中（青帯取得）

だが、柔道は白帯。対して佐藤（康）(北大ＯＢ３０歳)165cmと上背はないが、本大会は元気いっぱい。柔道は

四段である。 

  

佐藤、組むや大内刈り一閃で技あり。足抜きの

態勢からさばいて上四方で抑え込み。合わせ技

１本勝ち。 

寝業がしつこくなってきた昌山（ショウヤマ）

よく耐えたが、柔道の地力の差がそのまま出た

か。 

●次鋒戦：あこう堂：樋口／若手混成軍：井手（大心）： 

井手は、柔道・柔術の強豪（龍谷大ＯＢ、柔道３段 93kg26歳)。樋口は本来がシステマ、空手で、柔道は白帯

で体も小柄（160cm63kg)。ただし、柔術経験もあり、柔軟性を生かした下からの足回しにかけては屈指の粘

り。立っては敵わない樋口、動き回ってうまく引き込む。井手（大）、上から攻めるが、 

 

樋口、巧みな足回しで、よく正対に戻す。 

 

井手が上からさばいての上四方にも、膝を

入れて良くしのいだが、最後は３０ｋｇの

体力差に力尽きた。 

 

実力差どおりで結果はやむなし。膝を故障

中の樋口だが、下から足を使う彼らしさは

出た。 

 

ただし、この試合でヒザは悪化した模様。 

●中堅戦：あこう堂軍：東／若手混成軍：尾崎。東（ヒガシ）は北大 OB。今回、あこう堂チーム唯一の七大出

身（経験）者。対する尾崎は元・九大主将。このルール経験者同士の対決。 

 

 

小柄な東、果敢に背負いを仕掛けるが潰さ

れてカメになる。尾崎、これを反転返し

（ローリング・カメ捨て）、横三角と攻め

るが、東、粘ってことごとく逃れる。 
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さらに中央に移動後、東のカメに尾崎がト

ルコ刈りで上になり、足抜きの態勢まで持

ち込むが、これも東は二重がらみ、さらに

下から脇をすくって耐える。尾崎、固い守

りに業を煮やして自分から下になるが、東

の守りは崩れない。時間切れ引き分け。 

最後は若い尾崎も攻めあぐねた感さえある。初戦で松浪を秒殺した 26歳の強豪・尾崎相手に、42歳小柄な東

が、七大の分けの真髄をみせた。東が、北大七回生(?!)時の七大戦で、当時売り出し中、七大史に残る全国レ

ベルの強豪、九大・山本泰三（１年生）を止めたという「勲章」は伊達ではなかった。(※ただし東はこの試合

でヒザに受傷（半月板損傷？）した模様。それだけ負担が大きかったか？※：負傷は大会保険対応) 

 

●副将戦：あこう堂：毛利(柔道初段・柔術青帯 167cm/75kg:44歳）／若手混成軍：堀内（柔道初段・

183cm/73kg:30歳） 

堀内は東大入学後に初心者から柔道を始めた「純七大柔道」。対する毛利は灘高柔道部 OBで柔術、総合格闘技

は現在も修行中。 

 

長身細身の堀内、引き込むが、毛

利が力でまさるか、回り込み、堀

内をカメにする。 

毛利バックをとって絞め中心に攻

め続けるが、さすがに堀内もよく

しのぐ。引き分け。 

●大将戦：あこう堂：藤原(182cm70kg、初段)／若手混成軍：佐段田（170cm81kg、三段、青帯） 

長身の藤原、もともと空手、古武術の師範だが、あこう堂で高専柔道（七大柔道）も始めて以来、柔道は各道

場で修行中。立技、寝業と長足進化中。しかし引き込んだところを回り込まれ、そのまま抑え込まれる。 

 

藤原は作戦か？珍しく引き込んで結果的に自滅。地力の割には抵抗できずに秒殺された。 

実力どおり順当に若手混成軍が３－０で勝利。それでも、あこう堂は、畑違いで社会人から開始したメンバー

が多い中、経験者の「殊勲の引き分け」も、初心者の粘りもあり、修行の成果も健闘もみせた。 

これであこう堂軍は、敗者復活の道へ。 

 

＜第４試合＞敗者復活にまわってきた高齢軍（通称：レジェンドチーム）対、初戦敗退により連戦となり敗者

復活を狙うあこう堂。初戦で強豪相手に健闘し、ヒザの故障が悪化した樋口に代わり、神谷（格闘技を始めた

のは、１０年ほど前のあこう堂、現在はブラジリアン柔術で紫帯）が急遽参戦。 
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高齢軍は、相手チームのメンバーとは練習経験もあるため、掲示を見て、結局、先鋒と次鋒のみ入れ替える。

（いいかげんな話だが、ご容赦いただきたい。おかげで全てが初顔合わせになったと思われる） 

 

初戦負けチーム同士の敗者復活戦。両者の意気とスタミナはどうか？ 

 

●先鋒戦：あこう堂：昌山（柔術青帯）／高齢軍：津田５段。51 歳。 

１００ｋｇの津田五段、長身の柔道白帯・昌山（ショウヤマ）に対し、気合の大内刈りで寝業になだれ込む。 

そのまま足を担いでさばき、上四方で抑え込み。 

 

さすがに実力差どおり。秒殺もやむを得ないか。高齢軍（レジェンド？チーム）まず１勝。 

 

●次鋒戦：あこう堂：神谷（柔術紫帯・178cm、80kg)／高齢軍：伊藤（柔道２段、167cm、78kg）。 

普段は使えない黒い柔術着に白帯という、柔道着のネガフィルムのような色合いで登場の神谷。柔道は白帯だ

が、柔術は紫帯の実力者である。対するは、高齢軍唯一の若手、４０代で柔道二段の伊藤。 

 

神谷、伊藤を引き

込んでクローズド

ガードから、ヒグ

マ落とし（佐々ス

イープ）に変化し

て返し、上にな

る。 

 

さらに逃れる伊藤をカメにして攻め続ける

が、伊藤も固い。神谷の攻めに合わせて伊

藤が上になったところで時間切れ。 

 

伊藤が翻弄された感もあるが、伊藤、２試

合目で既にスタミナ切れか、それとも神谷

の技術力か。 

●中堅戦：あこう堂：東（北大 OB、４２歳）／高齢軍：畠山（九大 OB、５３歳） 

初戦、強敵の尾崎と分けて、守備の固さを見せた東（ヒガシ）だが、すでにスタミナ切れか？ 

  

 

寝業では上から突っ張って分けにでる。対

する畠山もなぜか最初からへばり気味だ

が、両腕カンヌキから、そのまま横にロー

リング。東を返して上になったところ 
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東の道着が脱げかけて一旦、直す。こ

こで、すかさず東が二重がらみに入

る。緒戦の強敵相手でも分けきった東

の守りは固い。下からも脇をすくって

相手をコントロール。畠山、足抜きも

袖車もかなわず、時間切れ。 

42歳の東、初戦の大敵に既にへばっていたはずだが、それでも固いのはさすが。現在、柔道着はめったに着な

いが、種々体は鍛えているらしい。「先手をとって守りに出る攻撃？」「先手攻撃的専守防衛？」という、七大

ならでは、往年の分けのスペシャリストによる、年季のいった技術をみた。 

 

●副将戦：あこう堂：毛利(44歳)／高齢軍：鈴木(55歳)。両者元気だが、実は本大会の最高年齢対決。 

 

名大 OB鈴木、スムーズな引き込みか

ら、終止、片襟片袖で下からの返しで攻

めるが、毛利これをよくしのぐ。終了間

際、鈴木がようやく帯取りから横に返

す。うつぶさって逃れた毛利をカメにし

て、攻めに出る鈴木だが時間切れ。 

ベテラン同士らしく？正対からカメ取りの安定、重厚な寝業の展開だった。 

 

●大将戦：あこう堂：藤原(182cm70kg、初段)／高齢軍：喜多（166cm66kg、55歳、六段） 

他の武術ならともかく、柔道の段位ではかなりの差がある対戦。藤原、体格差でしのげるか？ 

今大会最高齢だが、動きの良い喜多、開始早々にタイミングのよい巴投げ。身長で大きく上回る藤原、手足を

伸ばしてこれを耐える。（巴投げには、あこう堂でも慣れていたか）。 

  

そのまま両者様子をうかがう態勢に

なるが、喜多、このルール２戦目に

して寝業も続く展開に慣れたか、機

をうかがって離さない。 

  

ここで藤原が自から引き込み態勢に

いく。これに対して喜多は手順どお

り、腰について、肩をとり、足を抜

いての抑え込み。  

さすがベテラン、高段者の喜多。こ

のルールにも対応力をみせ、藤原は

万事休した。 

高齢軍が２－０で勝利。あこう堂は、連敗でトーナメントから消えたが、メンバー構成的には大健闘。予想よ

りも僅差であった。一方、高齢軍（レジェンド軍？シニア軍？）は、なんとか次戦（３戦目）にコマを進める

ことになったが、果たして５０歳代のスタミナは大丈夫か・・・ 
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＜第５試合＞トーナメント第５試合は、準決勝第一試合。ルール初体験者中心だが、初戦で経験者中心のレジ

ェンド軍（高齢軍）を下した兵庫県庁チームに対するは、初戦で七大若手ＯＢチームの牙城に迫りながらも惜

敗し、敗者復活ではあこう堂を下して勝ち上がった若手混成軍（通称：ヤングレジェンドチーム） 

 

準決勝にふさわしく、どちらも強豪ぞろいで見もの。初戦を勝ち抜いた兵庫県庁軍は本日２戦目なのに対し、 

敗者復活で１戦多い若手混成軍は既に３戦目となる。しかし高齢組と違ってスタミナの問題はないか。 

 

●先鋒戦：兵庫県庁軍：ヴィッソン（柔道２段＆柔術）／若手混成軍：佐藤（康）（北大ＯＢ、４段）。 

段位と体重で少々上回るのは佐藤だが、ヴィッソンも初戦で俊敏な動きと寝業の能力を見せている。両者軽快

な動きから、引き込み返しの応酬は不発。 

  

ヴィッソンのタイミングのよい巴投げ

に佐藤大きく浮くが耐える。 

 

今度は、佐藤の足取り大内を、ヴィッ

ソン、手内また気味に返す。国際ルー

ルでは見られなくなった攻防。 

 

佐藤潰されて下になりかかるが、逆にヴィッソンの脇をすくい返して上になる。 

   

そのまま、中央に戻された後、佐藤、ヴィッソンの足をさばいて足抜きの態勢から抑え込み。 

若手混成軍、幸先よく１勝リード。 

 

●次鋒戦：兵庫県庁軍：塩谷(178cm80kg３段 23歳)／若手混成軍：井手（大）(173cm93kg３段 26歳)。 

このルールの初体験者同士は、両者大型パワーファイター。組むや井手（大）、袖つり込みで塩谷を投げて技あ

り。その後も立ち技の応酬かと思いきや、井手、今度は引き込んだ態勢で下からＸガード、もぐりと攻める。

これは柔術修行（現在青帯）の成果か。塩谷、これを逃れて立つ。 

   

井手、今度は、塩谷に持ち上げられ、マテが掛かった後にも十字固めの追い打ち。これはよろしくない。 

熱くなったか？それとも今度は柔術修行の悪影響か？あるいは、柔術ルールと混同したか？（※ブラジリアン

柔術なら体が浮いてもマテではないが、これはあくまで柔道）。これで塩谷は肘を負傷した模様。（※ただし、

通常の柔道でも、よくある光景か？、※負傷は現場救急対応）最後は立って組手争いのうちに時間切れ。 
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●中堅戦：兵庫県庁軍：富田／若手混成軍：尾崎。本大会最年少、唯一の高校生・富田が、立ってよし寝てよ

しの強豪・尾崎に挑戦。初戦は年寄と分けた富田だが、ここで実力が試される。 

 

高校生にとって尾崎は荷が重いと思いきや、開始直後、富田は堂々と立ち技で渡りあって驚かせる。 

一攻防後は、さすがに尾崎の左体落としが炸裂。尾崎、上になって、そのまま上四方かと思えば、そうはさせ

じと富田、下から三角の形で足を絡んで抵抗。尾崎、これを嫌い、抱えたまま立つ。 

   

その後も両者立ち技で渡り合うが、尾崎、今度は右の背負い崩れから、下になって引き付け、 

富田の帯をとって潰し、カメにする。ここで尾崎、必殺のローリング（カメ捨て・反転返し）。 

 
ここまで時間は要したが、最後は抑え込んだ。高校生の富田は、強豪相手に大健闘。 

若手混成軍（ヤングレジェンド）２勝目。 

●副将戦：兵庫県庁軍：山口(177cm66kg三段)／若手混成軍：堀内(183cm73kg初段) 

両者細身だが、立技の実力は山口が上。組むや一瞬の背負いで堀内を投げる。堀内逃れて亀になったところ、

山口、横三角を狙う。強力、自在な三角にも堀内、よく抵抗して一度は逃れるが、 

 

山口腕をとって再度、横三角の形。なおも抵抗する堀内を抑え込む。県庁軍１勝を返して、スコア２－１。 

 

●大将戦：兵庫県庁軍：池田(三段 95kg天理大 OB)／若手混成軍：佐段田(三段 81kg神大 OB)。佐段田、柔道・

柔術とも実力者だが、池田は体格で１回り大きい、天理大 OBの実力者。。 

  

佐段田引き込んで足を絡むが、池田

これは嫌って立ち技に戻る。 

 

今度は、組際、池田、帯をとるや、

81kgの佐段田をゴボウ抜きの豪快な

大腰。（相撲なら「やぐら投げ」）。 
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からくもうつ伏せに逃れた佐段田をそのまま肩固めにとらえ、ひっくり返して抑え込み。 

佐段田、懸命の抵抗もおよばず、最後は池田がケサ固めに変化して一本。 

 

これで県庁軍は２勝目（※：池田は本大会２戦２勝で優秀選手賞受賞）。試合スコアは２－２のタイで終わる。 

 

本来、一本勝負のチーム戦としては引き分けだが、次鋒戦で井手が奪った技ありのポイントにより、トーナメ

ント上は、若手混成軍（ヤングレジェンド）の勝ち抜けとした。（※本大会での特別裁定） 

 

ルール初体験の県庁軍も実力と対応力をみせたが若手混成軍（ヤングレジェンド）が辛勝で決勝戦に進出。 

 

＜第６試合＞トーナメント第６試合は、準決勝第二試合。 

 

昨年チャンピオンチーム、強豪揃いの七大若手 OB軍（平成２４年入学同期組）は、初戦で若手混成軍（ヤング

レジェンド）を下した後は、ここまで余裕の試合見物。満を持しての再登場。 

一方は、準決勝進出というにはおこがましいが、少数チームによる変則トーナメントの妙？いちおう敗者復活

を勝ち残った高齢軍（レジェンドチーム）。本日３戦目に５０代の体力が心配される。 

案の定、試合前に１００ｋｇ超の５１歳・津田（元一橋大主将）が戦線離脱を表明。はやくも底が見えたが、

同い年の大森（東北大 OB）が代替出場を了承して事なきを得る。本来、審判要員だった大森選手の運命は？ 

 

●先鋒戦：七大若手 OB：松浪(京大 OB:25歳)／高齢軍(ｼﾆｱ)：大森(東北大 OB:50歳)。準備運動もそこそこに、

ひょうひょうと登場の大森。組手争いから引き込み、そのままカメになる。 

   

松浪横三角で攻

める。大森これ

はよく逃れる

が、この攻防で

すでに追い込ま

れた感。 

   

 

今度は松浪、Ｓ

ＲＴに切り替え

てさらに攻め、

そのまま返して

抑え込み１本。 

本来はカメも固い大森だが、大昔には無かった技に撃沈。順当に敗れて、高齢軍は意気消沈。ちなみに、５０

歳の大森、この２分少々の勝負で肩を痛めたらしい。どの段階かすら不明、圧力負けかとの話。 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/9/c/9ce800c6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/b/d/bd16ade4.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/b/b/bbde824f.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/0/8/08c1eb4e.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/a/7/a737995f.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/a/c/ac3b636c.jpg


15 

 

●次鋒戦：七大若手 OB：前川(京大 OB:25歳)／高齢軍(ｼﾆｱ)：伊藤(一橋 OB:41歳)。まずは前川が巴投げ、タイ

ミングは良いが、すっぽ抜ける。立ち技に戻り、今度は伊藤が肩車に出る。 

   

前川これをつぶして、そのまま腰絞めの態勢。襟をとり、絞めから逃れんとする伊藤の動きに合わせ、 

上に回り込みながら、襟締めのまま抑え込み。 

   

ここで伊藤がマイッタ。絞めが入ったか、あるいは肩を痛めた様子。 

高齢軍では唯一の若手（？）４０代の伊藤も強豪前川に順当に敗れ、シニア組、ますます意気消沈。 

 

●中堅戦：七大若手 OB：今成(北大 OB:25歳)／高齢軍(ｼﾆｱ)：畠山(九大 OB:53歳)。 

試合前から何がツライのか？３戦目でますます弱ってきた畠山。若干、足元もおぼつかない感じで登場したが

気のせいか？今成の圧力におされて引き込みというか、座り込み、そのままつぶされてカメになる。 

今成余裕の表情で攻める。畠山なんとか正対に戻そうとするが、今成抱え込んで攻め続け、これを許さない。 

   

さらに今成、ワキをすくって返し、足抜きの態勢。そのままあっさり抑え込み。余裕しゃくしゃくの今成は、

何の歯ごたえも感じなかっただろう。 

 

高齢軍３連敗で敗退決定。 

 

●副将戦：七大若手 OB：河合(東北大 OB:25歳)／高齢軍(ｼﾆｱ)：鈴木(名大 OB:55) 

鈴木引き込む。河合圧力をかけて上からかぶさるが、鈴木足をからんでしのぎ、下からワキもすくって攻めさ

せない。河合もあきらめ、両者一旦、正対に戻る。 
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今度は河合が圧力で鈴木をカメにする。バックをとって絞めで攻めるが、これも鈴木はしのぐ、関節狙いに変

化したところで時間切れ、引き分け。 

 

元気な若手相手に疲れも見せず（？）な

んなく分けたのはさすが鈴木。 

 

試合後のコメントでは「ヘトヘトでし

た」とのことだが、５０代とはいえ、寝

業研究会（東京）のハードな乱取りをこ

なすだけのことはある。 

高齢軍、鈴木のおかげで全敗だけはまぬがれた。 

 

●大将戦：七大若手 OB：鷹合(阪大 OB:25：96kg)／高齢軍(ｼﾆｱ)：喜多(55歳､ﾏｽﾀｰｽﾞ 66kg ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ)。本大会最

高段位（６段）の喜多、高齢軍不動の大将として登場。最高年齢(55)でもあるが、３試合目でも動きは一番軽

快。ルールにも慣れたか、開始早々、なんと低い姿勢から朽木倒し（足取り）で３０ｋｇ重い強豪・鷹合を横

倒し。背後を奪いかかる。 

    

しかし、ここは、さすがに鷹合、前転して正対に戻りながら、そのまま体形に似合わぬ（？）鮮やかな前三

角。喜多、絞めを逃れようとするが、鷹合、すかさず関節に切り替えて一本。技術と地力をみせつけた。 

    
結果的には秒殺された喜多も高段者の対応力と意地は見せたか。 

 

試合は、七大若手 OB軍が４－０で完勝。準決勝というには、実力差があった。①歯ごたえを感じなかったであ

ろう七大若手組には申し訳ない。相手を消耗させられず②このチームと次に対戦する若手混成軍にも申し訳な
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い。③見ごたえを感じなかったであろう観戦者にも申し訳ない。しかし、諸般の事情でやむを得ない。さて、

決勝戦は、予想どおり（？）七大若手 OB軍（平成２４入学同期組）Vs.若手混成軍（ヤングレジェンド）に。 

 

＜第７試合＞本大会決勝戦。試合前の予想どおり？初戦でチャンピオンチームに惜敗した若手混成軍が敗者復

活を勝ち上がり、決勝の舞台で再び相まみえる。 

 

七大若手ＯＢ軍は、初戦の後は高齢軍を蹂躙したのみでこれが三戦目。余裕しゃくしゃくで、待ちかねた決勝

戦に腕を撫す（？）。一方、若手混成軍（ヤングレジェンド）は本日４戦目だが、若さで問題ないか？ 

 

●先鋒戦：七大若手 OB：松浪(京大 OB:25歳)／若手混成軍：佐藤（北大 OB:30歳) 

 

 

上背で優る松浪、立って積極的に攻

め、佐藤をカメにする。 

さらにバックをとり、片足を極め、対

角から襟をとり、ワキに入れて絞り上

げる。 

手順どおり、本家本元、ご本人による正調「松浪絞め」！！たまらず、佐藤マイッタ。 

   

 

←別角度の写真： 

（足のきめ。これがないと絞めはきまらない） 

 

彼の名を冠したオリジナル技であり、数々の対戦相手を屠ってきた

が、松浪によれば、「松浪絞め」は 

「自分より小さい選手相手でないと使えない（使ったことがない）」と

のこと。 

松浪 179cm、佐藤 165cmは、この技には、おあつらえ向き。佐藤には不運だったか・・・ 

 

七大若手 OB軍、幸先よく一勝。 

 

●次鋒戦：七大若手 OB：河合(京大 OB:25歳)／若手混成軍：佐段田（神大 OB:26歳） 

ここまで２戦は引き分け、守っても固い河合の３戦目。本日４戦目の佐段田、これを崩せるか。 

河合引き込む。佐段田、これを押し込めば河合カメになる。佐段田、背後について絞めで攻めんとするが、 
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河合、固く

守って付け

入らせず、

佐段田これ

を崩せな

い。 

  

じれた佐段田が腕狙いに切り替えたとこ

ろで時間切れ。河合、余裕の分けか。 

神大ＯＢで寝業も好き、柔術もやる佐段

田だが、七大の固いカメをとりきるには

あと何か足りないか？ 

 

引き分けで、スコアは１－０のまま。 

 

●中堅戦：七大若手 OB：今成(北大 OB:25歳)／若手混成軍：堀内(東大 OB:29歳) 

七大現役当時、屈指の強豪だった今成が地力で勝るか。組手争いから、はたき落とすように堀内をカメにす

る。はいつくばった堀内に対し、一瞬三角狙いから、今成、SRTのように上からつぶし、そのまま腕をすくいな

がら抱え込んで後ろに返す。 

    

堀内懸命に耐えるが、今成、腕をしばって余裕の抑え込み、一本。実力差でやむを得ないか。２－０で七大若

手 OB軍リード。これで混成軍は、あとがなくなった。（※今成は大会の優秀選手賞受賞） 

 

●副将戦：七大若手 OB：前川(京大 OB:25歳)(175cm85kg)／若手混成軍：尾崎(九大 OB:27歳)(170cm82kg) 

本大会、前川はここまで２戦２勝と鎧袖一触の勢い。一方の尾崎も３戦２勝。守りの固い東（北大 OB)に分けら

れたものの、松浪（京大 OB)をも秒殺。今大会屈指の強豪同士。前川は元京大主将、尾崎は元九大主将という、 

（二期ずれているはずだが）七大主将対決でもある。 

 

両者組手争いから足技、投げ技の応酬。実力者同士の息詰まる攻防。決め手はないかと思いきや、尾崎、キレ

のよい左小外刈り一閃。前川うつ伏さって難を逃れる。尾崎これを追い打つが、さすがに前川も逃れて立つ。 
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その後も組手争いと立ち技の攻防。前川、右内股、背負いを見せるが効果なく、逆に尾崎、後ろ帯をとって前

川をつぶす。カメ取りの態勢に持ち込んだ尾崎、必殺のローリング（カメ捨て・反転返し）を狙う。今度も前

川逃れて立つ。そのまま立ち技になり、前川が右背負いを見せるが、尾崎これもつぶす。 

    

尾崎がカメ取りを狙ううちに時間。さすがに元・七大主将対決は、見ごたえがあった。 

    

（※両者、大会の優秀選手賞受賞）。引き分けではあったが、主将対決は、尾崎が二期上級の意地か、体格でや

や上回る前川相手にも終止攻勢。今も稽古十分か、もしかして進化してないか？ 

ただし、これでスコアは２－０。大将戦を残して七大若手 OB軍の優勝が確定した。 

 

●大将戦：七大若手 OB：鷹合(阪大 OB:25歳 96kg)／若手混成軍：井手（大）（龍谷大 OB26歳 93kg）。 

優勝チームは確定したが、大将戦も大会屈指の実力者対決。両者柔道・柔術の強豪で試合内容に期待大。 

 

巴投げに出た鷹合、その

まま旋回して正対に戻

り、下から井手の足を捉

えディープハーフでコン

トロール。返して上にな

る。 

 

 

鷹合の両足担ぎに、井手はた

まらずカメ。鷹合は背後から

井手の腕と首を抱き込み、潜

り込んで肩固めに返し、 

  

 

足抜きの態勢。 

鷹合そのまま抑え込むかと思いきや、足

抜きに合わせ、井手、突き放してからく

も逃れる。 
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立ち技に戻り、ラスト１５秒の声に鷹合がタックル。井手これを切ってかぶりの態勢から、抱えたまま横回転

にいくが、鷹合これを踏ん張って、首を抜いて外し、上になれば、時間ギリギリで抑え込み完成。 

  

※注：三角グリップで首を極めた投げなら本来反則だが、寝姿勢になりつつの横回転だと OKか？ 

※：ちなみに、最後の抑え込みはタイミング的に、①抑え込み完成、②試合終了のブザー、③抑え込みのコー

ル、という順序かもしれない？。しかしタイミングや裁きはともかく、試合が両者の優劣を決する目的のもの

ならば、あの時、それが決していたのは間違いない。鷹合、堂々の一本勝ちで有終の美。七大若手 OBチームの

優勝に花を添えた。鷹合は３戦３勝で大会最優秀選手賞も獲得。井手も優秀選手賞獲得。 

 

七大若手ＯＢ軍は、３戦ストレートに勝ち抜いて優勝。初戦と３戦目は同じ相手の若手混成軍。２戦目は対老

齢組では不足かもしれないが、対戦選手は３戦それぞれ違っており、それなりにお楽しみいただけたと思う。

見る側としては十分な見ごたえがあった。一方の若手混成軍は、敗者復活に回ったこともあって、チャンピオ

ンチームとの２戦を含み最多４戦をこなした。敢闘賞とかは特になかったが、チームメンバーのうち尾崎、井

手には個人として優秀選手賞も出たようなのでご勘弁いただきたい。 

さて、１試合場で進行した割には、予想外に早く決勝戦まで終了し時間が余った。理由は①４分制にしたこと

②点取り戦にしたこと③引き分けまでいかずに短い勝負も多かったことなど。しかし、みなさん十分満足した

ようなので、①オマケの全体対抗戦も、②ついでの３位決定戦も、③サービスの自由乱取もなし。 

 

せっかく時間ができたので、仁木先生にお願いし

たところ、臨時で三角絞め講習をやっていただけ

た。 

(前から、後ろから、横から、下からなど各種三角

をご指導いただく）  

●表彰式：(※個人賞については、関西七柔会:谷幹事長､瀬戸口幹事、伊藤先生(大会医師)で選抜) 

◎優勝： 

七大若手 OB（平成２４年入学）

チーム 

※手前は鷹合選手 

（最優秀選手賞） 

◎優秀選手賞： 

今成裕之、前川政司（七大若手チー

ム）、尾崎大、井手大心（若手混成：ヤ

ングレジェンド）、池田大輝（兵庫県庁

チーム）（※副賞：野村リスト） 

◎奨励賞(特別賞）： 

富田竜佑丸 

（高校生：兵庫県庁軍） 

 

（副賞：野村チューブ） 

   

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/3/6/360cfad6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/e/1/e13592da.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/e/0/e01b1b6f.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/e/5/e56ec1fc.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/c/6/c67b3a11.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/5/0/502229fd.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/4/9/494917f9.jpg
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＜試合結果まとめ＞(※個人賞については、関西七柔会:谷幹事長､瀬戸口幹事、伊藤先生(大会医師)で選抜)

 

 

 

★皆様、ご参加、運営、裏方での

ご協力、各種ご支援ありがとうご

ざいました。厚く御礼申し上げま

す★ 

 

未経験の方にも面白さを感じてい

ただき、経験者の方に継続する場

を提供することにもなったでしょ

うか？(本来なら学生の年齢以降こ

そ継続することで競技者としても

技術的にも成熟するはず)。 

お互い貴重な経験ができて、多少

でもこの柔道の普及、発展、プロ

モーション（宣伝、布教活

動？！）にもなったのであれば幸

いです。 

＜補足：個人的感想：選手として＞ 

◎個人的に参考、刺激になったのは、私より小柄でありながら固い分けをみせた東選手（北大ＯＢ４２歳）

で、七大ルールに適応し、強豪相手にも分けていた堅い守りは刺激を受けました。また、私より年上の喜多六

段（５５歳）も、私と同程度の体格でありながら動きの良さ、対応力をみせていただきました。同じく年上

（５５歳）の鈴木先輩（名大ＯＢ）もしっかりした寝業で普段の十分な稽古量をうかがわせました。 

 

私個人としては、諸般の事情で大会に向け徐々に心労、消耗で体調も悪化し、当日は精神的、肉体的に試合ど

ころではありませんでした。しかし、一時的な悪化であって、まだ年齢的な限界ではない（？）ことを確認す

るためにも、また次回があるなら選手として普通の体調で臨めるようにも工夫（？）は続けようと思います。 

 

＜主催者として：まとめ＞ 

◎開催時期＆当初の想定： 

気候や他の試合との重複などから、おそらく初回と同じ５月前半あたりが開催の適期と思われました。しかし

昨年開催の私の各種ダメージが尾を引き準備が間に合いませんでした。一部のご要望もあり、今後も継続して

いく前提で、次回の第三回については、適期と思われる来年（２０１９年）５月あたりの開催を想定。 
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今回（第２回）の開催時期は、今回の片付けと次回の準備期間、前後の柔道の試合、会場都合などにより、消

去法で９月１５日と決定。実は、今後を見据えて運営人員を集められるか否かが今回の試金石でした。 

 

◎経過： 

途中、各方面から大会に各種のご指摘をいただき、若干の迷走もありましたが、結果的に、大会の目的はそも

そも何か？高専柔道とは何か？何のメリットで、どう訴求すべきか？そのコンセプトを練り直し、叩き固める

効果はあったように思います。パンフも各方面、各立場の方への説明、訴求点を盛り込みました。その過程で

イメージ動画、ルール動画も製作しました(いろんな意味で粗いものですが YouTubeで見られます)。また「柔

道ルールの変遷と高専柔道」についても各種資料から調べ直しました（参照：2018.7.25あこう堂ブログ：

http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/2018-07-25.html）。ある意味、ご指摘も有意義でした。 

 

◎選手募集、運営： 

運営の人員は、課題だった医師&整骨（柔道整復）の方については、諸先輩、関係者のご協力により、早々に確

保できたことが収穫でした。しかし、試合周りの人員は、あらゆるツテを頼った割には最後まで不足してお

り、選手についても開催時期の問題か、特にブラジリアン柔術は前後に大きな大会が集中したようで参加が減

りました。柔道家に対しても宣伝も足りず、確立されたものではありません。試合間際まで試合が成立するか

どうか自体に非常に気をもみました。受け身で応募を待つのも精神的にもたず（？）その間、オリジナルグッ

ズ、賞品、優勝カップなど、どう喜んでいただくか、大会の体裁を整えるかにも時間を費やしていました。 

 

最終的には諸先輩、関係者の直接勧誘のおかげで、時期的にもギリギリでしたが、なんとか「大会」として成

立する程度にはお集まりいただけました。不足していた運営側の人員も結果的に選手が減って１試合場の進行

になったことで足りました。費用も最終の駆け込みでのご支援や、謝礼のご辞退?!を組み入れさせていただく

など、ありがたいことにそれなりに賄えました(※会計報告は、報告印刷&御礼等との発送の終了後です)。 

 

ただし昨年の教訓から早めに募集を締め切って準備する想定はかなわず、昨年以上に当日までギリギリの準備

になりました。運営側の人員の不足と不確定もあり、また気軽に連絡をとれて普段動けるような方もおられな

いため、結局、事前準備はほぼ全て一人でこなすことになりましたが、これこそ自分の役目、自らが招いた事

態とあきらめがつきました。皆様のご協力により成立させていただけてありがいことです。 

 

◎効果？： 

無理な勧誘（？）で出ていただいたルール初体験の方からも「またやりたい、出たい」という声を頂戴しまし

た。一度経験すると納得するしかないルールかもしれません。観戦だけだった方からも「来年は出たい」と

か、「初めて見たけど面白かった」という声もありました。経験者にも未経験者にも何かの場やきっかけは提

供できたのでしょう。ただ外部へのこの柔道のプロモーションという意味では、成立するかどうか自体と、時

期的にもギリギリの状態で、どこかに発表の場を設けるどころではありませんでした。 

 

◎今後： 

今回は「あこう堂１０周年記念の特別企画」というつもりで各種負担も負いましたが、継続できるよう軌道に

乗せる目的は果たせませんでした。まずは大会の器である運営側の人員が確定できなければ「あこう堂主催」

と言っても、結局「個人」でやっていることですから、「大会」としての継続開催は、やはり困難であるように

思います。簡易な形でも継続するかどうか、どういう需要があるか、どんな形態が望ましいか、しばらく考え

ます・・・（※ご意見、ご要望、ご協力もお待ちしてます・・・） 

http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/2018-07-25.html

