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（※後日情報追加版：最新版はあこう堂サイトからダウンロード可能です） 

 

 

ちょっと昔の「自由な」柔道！ 

 

柔道の開祖生誕の地、神戸で・・・ 

  

柔道の原点を感じてみませんか？ 

 

 

第２回古流柔道大会＜あこう堂開設 10 周年記念特別企画＞ 

   日時：平成 30 年(2018)9月 15日(土)12～17 時 

          （１１時開場、１２時開会、１３時試合開始） 

   会場：王子スポーツセンター（神戸市灘区) 

   主催：古流柔道実行委員会（あこう堂） 

https://koryu-judo.jp/index.html
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主催者挨拶 

本大会「古流柔道」のルールとは、要するに高専柔道の現代版「七大学ルール」です。足に触れるという理由で国際柔道では禁止

となった講道館柔道の本来の投げ技も、高専柔道で発達した寝業の技術も存分に発揮できます。まだ制限の少なかった時代、講道

館ルールも若者が自由に戦っていた高専柔道ルールも同じだった頃。決着がつくまで見守っていたという創設当初の柔道に基づい

たものです。その後、高専柔道だけが、昭和になっても柔道本来のフリースタイル（自由）を貫き、その精神は今も七大学ルール

として受け継がれています。柔道の開祖・嘉納治五郎の生誕の地である神戸において、柔道創設時の精神に立ち戻り柔道の原点を

実感してください。 

・・・・・・・・・・・◆・・・・・・・・・・ 
 古流柔道祭は今年、第二回開催の運びとなりました。昨年は、第一回の「古流柔道祭」を、嘉納治五郎生誕の地、神戸におい

て、嘉納治五郎ゆかりの灘中・高柔道場で開催しました。高専柔道ルール（※七大学柔道審判規定）で行われたこの大会は、柔道

の祖である「嘉納治五郎」と「高専柔道」の現代における邂逅であり、開催は、柔道の礎を築いてこられた先達への奉納ともなり

ました。 

          

① 嘉納治五郎像（神戸市東灘区･灘高前）     ②御影公会堂（神戸市東灘区）嘉納治五郎コーナー 

 

 近年、柔道は国際化、五輪競技化とその商業主義の影響により、ルール上も本来の武術性、武道性、護身性が低下したとの指摘

もあります。 

柔道の成り立ちからも創始者の意図からも外れた憂えるべき事態かもしれません。開祖である講道館柔道の古来の投げ技も国際ル

ールでは足に触れるという理由で多くが禁止技となり、本来の技術を残せる場すらほとんどありません。 

 

 一方、かつて格闘技界に多大な影響を与え寝業技術で知られた高専柔道は、敗戦とＪｕｄｏ国際化の陰で、独自に古来の技術を

保ってきたおかげで、寝業だけでなく、消滅の危機にある講道館柔道の投げ技も残した本来の柔道として、注目する向きもありま

す。寝業の柔道との認識が強いですが、実は設立当初の制限の少ない講道館柔道ルールと共通。本家柔道消滅の危機にあるいまこ

そ遡るべき原点、立って投げ、寝て極めきる「古流柔道」とも言えます。 

 

 ここ神戸は、柔道創始者生誕の地というだけでなく、高専柔道の聖地・武徳殿の京都と、古流柔術王国※であり、高専柔道の名

門・六高のお膝元でもある岡山とを結ぶ畿内や瀬戸内の海上交通の要衝の地であります。 

（※講道館の起源でもある起倒流、最古と言われる竹内流、寝業でも知られた不遷流など）。 

 古来より天然の良港として栄え、かつて都が置かれた時代には源平の古戦場ともなっております。 

「組み伏せて仕留めるまで」という、あたかも組み討ちの合戦の様相をみせた高専柔道ルールの試合の開催地としてもふさわしい

でしょう。 

 この催しは、柔道創始者生誕の地における本来の柔道への原点回帰であり、「古流」や「柔道」探究への新たな旅立ちでもあり

ます。 

 投げてよし、抑え込んでよし、絞めても極めてもよし、あらゆる技術が活かせる本来の柔道「古流柔道」の祭典に皆様、是非ご

参加下さい。 

 
           （※神戸市須磨区：須磨浦公園の源平合戦の「戦の濱」碑と敦盛塚）（※須磨寺の平敦盛＆熊谷直実像） 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/3/c/3cafbaf8.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/3/c/3cafbaf8.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/3/c/3c726385.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/0/3/03915e2b.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/d/6/d6a24b45.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/f/a/fa83e987.jpg
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＜試合にのみ興味のある方へ：＞ 

要するに、「昔の自由な柔道をやったらエエ」「ホントの柔道は決着付けるだけの自由なもんやった」とい

うシンプルな話。「面白そう」と思えば、ご参集いただければよいのです。 

 

＜解説＞ 

ルールは、「高専柔道」の現代版「七大学ルール」です。もともと創設時の「柔道」は修行のために危険

技を禁じただけのシンプルで自由なものでした。高専柔道は、大正期以降のルール改訂も拒み、柔道自由

の原則を貫いた「昭和 Freestyle柔道」でもあります。ちなみに「高専柔道」を主導した帝大柔道が、圧

力を受けながらも「寝業制限」のルール変更を拒否したのは、寝業重視という観点よりも、「柔道自由の

原則」という哲学だったそうです。 

 

時代に応じて「危険技」に関する安全面の規制は取り入れながら、現代版となった「七大ルール」でも自

由な寝業（引き込み自由、時間制限なし）、自由な立技（足取り自由、組手自由など）にその精神を残し

ています。根源的な技術でありながら安全面には配慮しているため、格闘技としても有用で各種競技間で

も安全に競えます。 

 

 

●運営スタッフ（＆募集）： 

参加選手とは別途募集します。お申し出ください（※：随時状況が変わります）。 

どなたにもオリジナルシャツ＆手ぬぐいほか謝礼予定（※専任度合と専門性による） 

係 内容（備考） 氏名 

大会進行 司会進行 ① 清瀬（九大）、②大森（東北大） 

主審／副審 七大 OB(経験者)優先 

 

大森（東北大）、清瀬（補助）、佐藤(京大)、柳原（九

大） 

時計･記録･

掲示 

試合まわり運営&決まり手等公式

記録､表彰用ポイント集計 

栗林（北大）、渡辺（九大）、柳原（九大）、田中（安

則）、 

撮影 動画２名＆静止画 佐藤（茂）、柳原 

受付・名簿 名簿確認､ﾊﾟﾝﾌ配布、 

参加費 1000 円集金 

※出場者・保険会社用・懇親会用の名簿は共通で担当 

田中（安則） 

※懇親会予定：18時～ 

「個室居酒屋・三代目網元漁鮮水産ＪＲ灘駅店 

／ＪＲ灘駅ビル３Ｆ／電話 050-5841-5907） 

(参加の方、2000～3000 円徴収予定) 

大会保険 保険名簿､保険会社&怪我人連絡 

懇親会 名簿・出欠確認・集金・会場 

救急対応 整形外科医(伊藤) 

整骨(毛利ほか)/現場救急 

伊藤吾希夫先生(京大柔道部:整形外科) 

+柔道整復師の方 

賞状記名 （試合掲示用選手名も） ※達筆の方募集 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ 表彰式での授与 瀬戸口(※表彰選手選抜：瀬戸口&伊藤＆谷) 

試合会場 設営・撤収・掃除 全員 

パンフ印刷 直前にﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｶﾗｰ印刷できる方 当日配布分は、畠山が直前印刷 
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第２回古流柔道大会ご案内 

●日時：平成 30年(2018)9月 15日(土)12～17 時 

（１１時間開場、１２時開会式、１３時試合開始） 

●会場：王子スポーツセンター（神戸市灘区／阪急神戸線「王子公園駅」) 

●主催：古流柔道実行委員会（あこう堂） 

●選手募集（参加希望の方へ）： 

●試合予定： 

・５名の団体戦（最大７名戦まで、※合意の場合）、または１０～２０人の対抗戦（合意の場合）。 

・１試合の時間５分（※または４分、３分、２分。実力差・ハンデの考慮に合意する場合）。 

・リーグ戦またはトーナメント戦（※参加数次第）。 

・抜き勝負または点取り勝負。（※合意の場合） 

（※いずれも応募の際、ご要望もお伝え下さい） 

●募集要項： 

１チーム５（最大 7名）とりまとめてとりあえず連絡下さい。人数の多寡は不問。個人でも、２～

３人でも、多くても調整します。とりあえずご連絡を。参加用紙は次ページに添付。 

●期限：前週末（９／８）まで。主催者の限界まで受けますが、遅いとどうなるか不明。 

●選手参加費：出場者１人１０００円ご負担下さい。 

（会場費、大会傷害保険費ほか、スタッフ手当などの運営費用の一部） 

●ご連絡先：あこう堂へ→http://accordsuma.grupo.jp/free1851809 

〒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。 

ブログ、ホームページ等からメールでも可。  

●試合ルールについて： 

「高専柔道」の現代版である、全国七大学柔道大会試合審判規定に基づきます 

（※添付は省略。以下のサイトから確認ください。） 

→参考：http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf 

なお、「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ルールの要点を１ページに整理し大会ﾊﾟﾝﾌに掲載しています。 

あこう堂・ブログ http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/1728204.html 

ホームページ http://accordsuma.grupo.jp/free2195157 

などから、大会パンフの記載をご確認下さい。※ルール動画はこちら→https://youtu.be/CCrqsooMI6E 

 

試合イメージ動画を以下のように YouTubeに公開しています。 

https://youtu.be/royuPGttYns「古流柔道イメージ動画(第 1回古流柔道祭)」 

※こちらの動画で、試合展開、ルール、禁止事項、勝敗などイメージできると思います。是非ご覧になってください。 

 

●救急対応（怪我・事故）と保険について 

①当日救急対応は会場でいたします（整形外科医、柔道整復師待機）   

② 運営側として当日の傷害保険に加入。損保ジャパン日本興亜（事故受付:0120-727-110／ 

ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ：0120-888-089／担当：前川清：090-4760-1971） 

それ以上の対応は主催者側では困難です。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）。 

http://accordsuma.grupo.jp/free1851809
http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/1728204.html
http://accordsuma.grupo.jp/free2195157
https://youtu.be/CCrqsooMI6E
https://youtu.be/royuPGttYns
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●参加申し込み書（個人でも人数足りなくても同様で可。以下内容であれば体裁は問いません）： 

我がチームと参加者は、大会中の事故、事後の障害等に関し、主催者及び関係者に責任を問わないことを

誓約し、以下の選手が出場を申し込みます。 

チーム名： 

代表者氏名：                      （印） 

 

氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 
氏名（＆フリガナ）                        身長    cm／体重   kg 

生年月日     年  月   日    連絡先電話番号： 

格闘技歴（年数、柔道段位、柔術帯色、戦歴・受賞歴など）： 

： 

◎大会側への要望事項： 

 

 

 

 

 

◎主催側からの質問： 

・チームまとめての対抗戦になっても構わないか？ 

（例：七大 OB系ﾁｰﾑ orあこう堂ﾁｰﾑ Vs.国際柔道 or講道館柔道系ﾁｰﾑ Vs.ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝ柔術系ﾁｰﾑなど） 

・チーム別（５人想定）の団体戦がいいか？ 

・（人数不足の場合）他チームと合同になってもいいか？ 

・抜き勝負、点取り戦どちらを希望するか？ 

・体重等のハンデに基づいて試合時間の変更はあってもいいか？ 

・パンフへの選手名簿（写真なども）掲載を希望するか否か？ 

●提出先：あこう堂（※ブログ、ホームページよりどうぞ） 
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●広告募集： 
●広告掲載料金：Ａ４の１ページが１万円（半ページ５０００円）です。 

●特典：広告がこのパンフレットに載り、参加者に配布され、ネットで公開されます。 

また、別途、高級大相撲てぬぐい（１万円の場合３本、５千円の場合１本）＆オリジナル手ぬぐい 

大会パンフレット＆報告書（※試合後作成、１万円の場合は製本版、５千円の場合プリント版）が贈呈さ

れます。 

●広告は、ご自分で作成後、ＰＤＦまたはＷｏｒｄファイルで提供ください。または作製ご依頼くださ 

い。 

→あこう堂ホームページ「お問い合わせ」→http://accordsuma.grupo.jp/free1851809 

 

 

 

 

●当日スケジュール： 

              
●日程：９月１５日（土曜）試合１３～１７時間（開場１１時、開会１２時） 

●場所：王子スポーツセンター（神戸市灘区）（※AED 設置あり、無線 LAN Free spot あり） 

●当日スケジュール： 

９／１５（土曜） 

１０時：一部運営スタッフ集合 

１１時：開場（王子スポーツセンター柔道場、※選手の方ウォームアップお願いします） 

１２時：開会、挨拶に引き続き、試合形式・ルールの説明。 

１３時（仮）：説明終了後、試合開始（２試合場）。 

１６：３０：閉会、表彰式開始。 

１７：００：終了（※片づけ、掃除、最終撤収は１８時までであれば可） 

１８時：懇親会：（※予定：三代目網元漁鮮水産ＪＲ灘駅店／ＪＲ灘駅ビル３Ｆ／電話 050-5841-5907） 

 

 

 

  

http://accordsuma.grupo.jp/free1851809
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試合ルール： 
●「試合ルール」は全国七大学柔道審判規定に基づく（※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.岡本啓／2018 あこう堂改訂） 

１ 試合者の組み方（寝姿勢への移行について）： 

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。「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こと。

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。 

２ 「待て」の宣告について（立ち姿勢から再開する場合）： 

 ●相手を持ち上げた場合 

  寝業が膠着せず続いている限り「待て」の宣告はないが、相手の体を持ち上げる、相手がぶら下がるなど相手の体

を畳から離した場合、「待て」の宣告の後、立ち姿勢から試合が再開される。 

●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、双方が起き上れず膠着したと判断した場合。 

（ただし「足緘」のような外掛けの体勢になること自体は、膝や足首の関節を極めなければ反則とならない。） 

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。 

３ 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静止

時の状態から競技を再開する場合がある。 

４ 技の判定（勝敗） 

 1）技の判定は、「一本」または「技有」のみ。「技有、合せて一本」も適用されるが、技有の「優勢勝」はない。 

 2）一本は、投げ、抑え込み、関節技（肘関節のみ）、絞め技が対象。 

 3) 投技の「一本」は、濡れ雑巾を床板に叩き付けるイメージであり、「技有」は、「一本」に近いが足りない状態。 

 4) 関節技、絞め技の１本は、マイッタの意思表示以外に、審判の判断による場合もある。 

 5）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。 

 6）関節技を利かしながらの投技（通称「腕返し」や腕緘に抱えながらの「隅返」「支釣込足」など）は、反則ではな

いが、投技としての効果は認めない。 

５ 禁止技 

 1）「足関節技」「手首関節技」「胴絞」、「蟹挟」、「河津掛」。 

 2）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。 

   ※肘関節以外の関節技により相手がマイッタした場合、技を施した側の反則負けとする場合もある。 

 3) 立ち姿勢から一挙に体を捨てて「腕挫腋固」を施すこと（※体重をかけず巧みに移行する場合は反則ではない） 

 4）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）での投技。首を極めた投げ技。 

 5）自分の手指や拳による直接の絞め、両脚で直接挟んだ絞め、相手または自らの上衣の裾や帯を使った絞め。 

 6）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（※3 本以下の手指を握ることは反則）。 

 7）相手または自らの道衣を故意に乱すことは反則。（解けた帯、乱れた着衣は適宜直させる）。 

 

file:///F:/柔道/第2回古流柔道祭/七大学柔道大会試合審判規定
http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
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初めての方へ： 

＜ルールの特長＞ 

審判は、安全面や膠着には気を配りますが（※投げ技の判定は別として）勝敗を左右するような裁定は極

力避け、自由な攻防を決着まで見守ってくれるようなイメージ（※他の競技に比べた相対的イメージで

す）。勝敗も投げ切るか、寝て仕留めきるかという柔道の原点を思わせる、納得しやすいものです。 

 

シンプルかつ比較的安全で、応用しやすいため、各種格闘技のベースにも有用で、 

どんな領域の方にも取り組みやすい、最大公約数的ルールであり、 

柔道家にとっても原点を見つめなおす有意義な試合であると考えております。 

一方で一般に触れる機会、参加できる機会はめったにありません。よろしくお願い申し上げます。 

 

●試合イメージ動画は以下のように YouTubeに公開されています。 

https://youtu.be/royuPGttYns 
「古流柔道イメージ動画(第 1回古流柔道祭)」 

※こちらの動画で、試合展開、ルール、禁止事項、勝敗などイメージできると思います。 

是非ご覧になってください。 

 

●ルール動画はこちら→https://youtu.be/CCrqsooMI6E 

（アラも多い動画ですが、とりあえずこれでいきます。特に未経験の方は、こちらで事前のご確認お願いします） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

このルール経験者の方へ： 

＜主催側の考え（「このルール」経験者様向け補足）＞ 

 

本大会のベースはかつての高専柔道ルール、現代では七大学柔道大会試合審判規定（通称七帝ルール）と

言われるものです。現在の柔道界では傍流ですが、大学等で経験された方もおられるかと思います。 

 

経験者には同意いただける方も多いと思うのですが、有意義な点が多々ありながら一般には知られており

ません。一方で一部には（需要は不明ですが）経験してみたいという声もあります。 

 

そのためこちらでは、一般の方にも経験し、有意義であることを知って欲しい。経験したい人、続けたい

人には場を提供したいという考えです。またこのような試みは、現在七つの大学や一部愛好家の間でしか

続けられていないこのようなルール自体の応援にもなり、裾野の広がりにも貢献できるのではないかと考

えます。 

もしかしたら愛好者が増え、私たちのような練習をしたいと思うかもしれない、慢性的に不足する大学の

部員獲得にもつながるかもしれません。何でも選択肢は多い方がいいのです。もしそういう潮流が少しで

も生まれればうれしいことです。生まれ無くても、もとがゼロですから問題はありません。どこかに大き

な流れでもできるなら後はまかせれば済むことです。 

ともかく一石は投じました。もしご賛同いただければ幸いです。  

  

https://youtu.be/royuPGttYns
https://youtu.be/CCrqsooMI6E
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「古流柔道大会」ルール解説 

＜①柔道経験者様向け解説＞ 

「古流柔道」って言っても、ホントのところ、皆さんがほんの１０年前までやっていた「普通の柔道」です。 

 

＜テレビでご存知の国際柔道との違い＞ 

●国際ルールでは禁止された足に触れる技も自由 

●寝業への移行方法も比較的自由（引き込みもＯＫ） 

●寝業が続いてもマテがかからない。 

「古流」といってもそれだけのことです。もちろん柔道なので相手の体を持ち上げるとマテになります。 

 

なので、この「古流柔道」では、 

①立って勝負したい方は寝てくる相手でも持ち上げれば、立ち技から再開。（もちろん足に触る技も OK です。） 

②寝て勝負したい方は引き込んでもかまいません。（ずっと寝てても「待て」はありません） 

 

そういう自由さが「古流」の特長です。危険やよほどの膠着がない限り、立ってようが寝てようが、自由。 

決着まで見守ってくれるわかりやすいもの。 

本質的には普通の柔道ですが、普段と違う自由な柔道の経験は、新たな工夫や発見、発展につながるかもしれませ

ん。 

                                             

＜ちょっと休憩＞ 

（主催者から一言：特に他の分野の方などへ） 

 

マジメな話、投げに注力しやすく豪快・爽快な「国際柔道」とか、 

寝業に特化して発展を促した「ブラジリアン柔術」なんかも素晴らしい発展を遂げた分野です。 

ただ本来の柔道（と思われるもの）が無くなって「柔道」から分岐したものしか残らないのは残念。 

 

みんな知らないけど高専柔道（七大ルール）なんて、もともとの柔道の成り立ちの頃の自由でシンプルな

ルール。今でも全部の柔道技が使える。各競技間でも共通に使え、格闘技的にも有用なルールなんだよ・・・

という話でもあります。 

 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/2/0/2052bda8.jpg
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＜②ブラジリアン柔術経験者様向け解説＞ 

TV の国際柔道とは違い、ブラジリアン柔術のような引き込みも、寝業の継続も許されたのが「古流柔道」です。 

＜ブラジリアン柔術との大きな違いは＞ 

●投げの一本勝ち／抑え込み３０秒の１本勝ちがあること（完全に仕留めた、制圧したとみなします）。 

●寝業に引き込むには相手の帯より上を両手で握って引き込むこと（※タックルで寝業に行くのも自由です） 

●肘関節以外の足関節、手首関節などを極めることは反則であること 

（※ただし「足がらみ（柔術でいう外掛け）」の態勢自体は反則ではなく自由です） 

●相手の体を持ち上げるとマテになります。（※落とすことの危険を防ぐためです） 

 

なので、この「古流」の柔道では、 

①寝て勝負したい方は引き込んでもかまいません。（ずっと寝てても「待て」はありません） 

②しかし、立って勝負したい方に持ち上げられれば、立ち技からの再開になります。 

 

立っても寝ても勝負ができる自由な柔道ですが、寝業で仕留めるには、しっかりした寝業への移行と、 

立ってくる相手も立たせない技量が求められます。 

・足関節がなく、抑え込みの１本があることは、初心者にも安全でありながら、体力強化にも、相手を制圧し切る身

体操作の習得にも有用でしょう。 

・一方で外掛け（足がらみ）なども態勢をとること自体は自由なので、総合格闘技などへの応用も容易でしょう。 

・投げの勝負のダイナミックな展開もあり、体幹の強さ、立ち技への対応力も求められるでしょう。 

絞め、関節、抑え込み、投げがあり、１本勝ちのみ。危険やよほどの膠着がない限り、立ってようが寝てようが、決

着まで見守ってくれるわかりやすさが「古流」。寝業に徹する作戦もとれます。団体戦の妙も味わえるでしょう。 

普段の「ブラジリアン柔術」も使えるけど、ちょっと違うこの「新たな」「古流柔道」の経験は新たな工夫や発見、

発展につながるかもしれません。 

                              
 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/2/0/2052bda8.jpg
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●大会開催資金協力者様氏名（９月 15 日／大会当日まで）： 

以下の方よりご支援いただいております。深く感謝し大会運営に有効に活用させていただきます。 

 

①ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ「第２回古流柔道大会」あて： 

（※記載に不備、ご要望がございましたらご連絡下さい） 

・お気持ち支援 

    Ｂｕｎ８様 

    Miti Konaka様 

 

・思いやり支援 

    Ｏｓｔｔｋ様 

 

・まごころ支援 

    大森泰宏様（東北大柔道部 OB） 

    Ｈａｒａｄａｓｈ様（京大柔道部 OB） 

    akane june 様 

    Motoi Hirori 様 

    脇野 真司様（東北大柔道部 OB） 

 

③ 大会運営本部に直接： 

・瀬戸口正征先生（西日本実業柔道連盟理事長：東大柔道部 OB、関西七柔会幹事）  

・野村豊和先生（ミュンヘン五輪金メダリスト）お手製鍛錬具「野村リスト（サイン入り）」＆背負い投げ DVD 

・伊藤吾希夫先生（京大柔道部 OB、整形外科、大会医師：→広告費） 

・吉岡稔浩先生（名大柔道部 OB：→広告費） 

・森和義様（東北大柔道部 OB：→広告費） 

・小松徳太郎様（京大柔道部 OB）      

・谷勝道様（京大柔道部 OB、関西七柔会幹事長） 

・福本憲二様（九大柔道部 OB） 

・兵庫柔整専門学校同窓会様（大会柔道整復医→広告費） 

・的場智宏様 

 

＜休憩＞（「古流」っていつの時代？）それは、ついこの前、昭和の話・・・ 

 

寝業の発達で知られた「高専柔道」にとっても日本柔道にとって、実は昭和の初めの戦前の頃が最盛期だ

ったように思います。戦後は「高専柔道」も「武徳会」も消滅し、徐々に Judo 化も進みましたが、昭和

の高度経済成長期、柔道人口は多く活況なスポーツでした。サムライのような柔道家、本物の技も多く見

られ、ルールの制限もまだ少なかった時代です。講道館柔道完成の時代と言えるかもしれません。 

 

「柔道」にとっては昭和が一番幸せだったのかも。国際柔道では下半身に触れるというだけで投げ技・防

御までも制限されるグレコローマン化がすすんだのは、平成、それもつい最近の話。 

 

ちょっとだけ昔、昭和の時代の自由な柔道「古流柔道＝昭和フリースタイル柔道」・・・・ 

ご要望お問い合わせ： 

（あこう堂ホームページお問い合わせ → http://accordsuma.grupo.jp/free1851809 ） 

Phone：080-5323-4775(C ﾒｰﾙ､SMS可)＜古流柔道実行委員会（※あこう堂）＞ 

 

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。 

ブログ・ホームページ等からメールでもお問合せ下さい。 

あこう堂ホームページ → http://accordsuma.grupo.jp/  

あこう堂ブログ → http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/ 

http://accordsuma.grupo.jp/free1851809
http://accordsuma.grupo.jp/
http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/
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副賞・賞品＆ご提供者様 

提供者 副賞・賞品 

あこう堂 

（あこう堂謹呈） 

「あこう堂 10周年記念品」 

あこう堂オリジナル手ぬぐい 

「昭和（Freestyle）柔道」（古流柔道） 

参加賞(※参加者全員配布) 

  

あこう堂 

（あこう堂謹呈） 

「あこう堂 10周年記念品」 

昭和 Freestyle 柔道(古流柔道)Ｔシャツ 

スタッフ着用＆ 

賞品用（※参加者には全員配布）  

野村豊和先生 

(ミュンヘン五輪・金メダリスト) 

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 

×５個 

野村豊和先生 

（野村豊和先生お手製＆サイン

入り→優秀選手賞に） 

柔道組手強化用手首鍛錬具「野村リスト」 

（組手、崩し、吊り手・・・重要だけど鍛えに

くい手首の強化に） 

「技が早くなる（野村先生談）」 ×５本 

あこう堂 
「野村チューブ」打ち込みの正確性養成･

動的鍛錬に最適｡強くなりたいならチュー

ブ引き。１日打ち込み千本、３年続けてチ

ューブが切れる頃にはホンモノの技 1 本 

あこう堂 

 

「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（→最優秀選手賞に） １冊 

あこう堂 
高級大相撲手ぬぐい各種 

その辺では入手不能な貴重品。力士名、部

屋名入り各種。温泉などで見せびらかしま

しょう。（※参加者全員に贈呈予定） 
大量 

あこう堂 

 

大相撲巾着（→優勝ﾁｰﾑ副賞に） 

×５袋 

あこう堂 優勝カップ（持ち回り用大型） 

優勝カップ（贈呈用小型） 

 
あこう堂 表彰状 

 

http://livedoor.blogimg.jp/akoudou2008/imgs/6/b/6b1b56c3.jpg
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伊藤整形外科 
月火水木金 09：00〜13：00 16：00〜19：00 土・日・祝休診 

伊藤吾希夫（Ｓ４３京大医学部卒）  

JR 神戸線三ノ宮駅山側 

グリーンシャポービル 3F 

（神戸市中央区琴ノ緒町 5-3-5） 

お電話はこちら 

078-222-6070 
ＦＡＸ ０７８－２２２－６０７１ 
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祝・古流柔道大会 
 

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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七大若手 OB「選抜」チーム（※第一回大会チャンピオンチーム／平成 24入学&28卒の同期組） 

 

今成裕之(いまなりひろ

ゆき) 

24 歳(1994 年生) 

172cm,  82kg 

柔道歴 17 年(北海道大学卒、参段) 

格闘技歴 柔道のみ。 

ミスター腕がらみ。 

平成 27 年七大戦準優勝(北大)メンバー 

 

 

河合尊之(かわいたかゆ

き)25歳(1992年生)  

170cm，75kg 

柔道歴 10 年(東北大学卒、弐段) 

格闘技歴 柔道のみ 

七大戦平成 25､27 年優勝、 

平成 26 年準優勝(東北大)メンバー 

 

松浪祐樹(まつなみゆう

き) 

25 歳(1992 年生) 

179cm,  85kg 

柔道歴 12 年(京都大学卒、参段) 

格闘技歴 柔道のみ 

元祖・松浪絞め。ツイストチョークザムライ 

 

前川政司(まえかわせい

じ)24 歳(1993 年生) 

175cm,  85kg 

 

柔道歴 16 年(京都大学卒、四段)・元京大主将 

格闘技歴 柔道のみ 

「京の金太郎将軍」 

七大戦平成 28 年優勝(京大)メンバー 

 

鷹合宣宗(たかごうせん

しゅう) 

24 歳(1993 年生) 

166cm,  96kg 

 

柔道歴 17 年(大阪大学卒、二段)・元阪大主将 

格闘技歴 ブラジリアン柔術(紫帯) 

「能登の攻めダルマ」「日本海の起き上がりこぼし」 

（※翌日の柔術大会にもかかわらず参戦） 

七大戦平成 26 年優勝、平成 28 準優勝(阪大)メンバー 

 

井手智朗(いでともろう) 

24歳(1993年生) 

166cm，63kg 

 

柔道歴 16年(九州大学卒、参段)ブラジリアン柔術(茶帯)  

九大柔道部 H28年卒。（※直前の怪我で欠場） 

若手アダルトチーム（七大系ほか混成）（仮称：混成ヤングスターズ orヤングレジェンド or 若手混成軍） 

 

尾崎大 1991 生

170cm82kg 

26 歳 

九大柔道部 OB（平成 26 卒）・元主将／柔道二段 

進化型ドンキーコング 

 

佐藤康史(ｻﾄｳ･ﾔ

ｽｼ)1987生 

30歳 165cm73kg 

北大柔道部 OB。紋別出身（たしか）。バイオ系研究者。柔道四段 

 

 

 

堀内康平（ほり

うちこうへい） 

183cm73kg 

1989 生 29 歳 

東大柔道部 OB、柔道初段 

永遠の修行僧 

                            

 

井手 大心（イデ 

ダイシン） 

173cm 93kg 

1992 年生 26 歳 

柔道 3 段（龍谷大柔道部 OB）、柔術青帯（Ground Core） 

宮崎の鍾馗様、柔道和尚。 

                             

 

佐段田温朗 

ｻﾀﾞﾝﾀﾞ･ｱﾂﾛｳ 1991

生 

26歳 170cm81kg 

神戸大柔道部 OB、柔道三段、ブラジリアン柔術紫帯 
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シニアチーム（老齢レジェンド？）（平均年齢 50歳超高齢組、全員 50代+40代１名） 

 

鈴木喜徳 

1963年生まれ 

171cm、80kg 

55歳 

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 13年 

 

 

喜多康之

166cm66kg 

55歳 6段 

大阪ガス／甲南大柔道部 OB／ 

2018年ベテランズ柔道大会 Ｍ6（55-59歳）、66ｋｇ級優勝 

                             

 

畠山治樹(ﾊﾀｹﾔ

ﾏ･ﾊﾙｷ) 

S39(1964)､53歳

170cm／64kg 

九大柔道部 OB。昭和６３卒（一浪）。中学は剣道部。柔道三段（講道館です

よ）。相撲好き｡少しだけヘンジン。あこう堂主宰。 

 

                                             

 

津田剛 

171cm100kg 

51歳 

一橋大柔道部 OB（平成２卒）。一橋の核弾頭。阿波の人間魚雷。圧殺式ローリ

ングドラム。キリンビール樽腹攻撃。北海道より参戦。 

柔道５段やったっけ？ 

 

 

伊藤匡彦  

167cm 78kg  

41 歳？ 

二段（灘高つながり＆一橋大つながり）。 

このチーム唯一の若手！４０歳代。 

 

 

大森泰宏(ｵｵﾓﾘ･

ﾔｽﾋﾛ) 

171cm/70kg 

50歳 

東北大柔道部 OB、平成２卒。柔道三段？ 

元・サブミッションマスター。跳び十字、脇固め、足関。 

→スタッフに移行→（審判）のはずが、結局１回出場。 

チームあこう堂（あこう堂練習メンバー） 

 

東壮一 

1976年 

42歳 

灘高柔道部／北大柔道部ＯＢ／柔道初段 

空手、ラグビー 

元・北大の牢名主。七大戦分けスペシャリスト。 

 

 

毛利宋玄 

167cm、71kg。

1974 年生、44

歳 

灘高柔道部／早稲田大ＯＢ。柔道初段、ブラジリアン柔術青帯、中国武術 11

年、総合格闘技 4 年。柔道整復。 

 

樋口雄志 

160cm/68kg 

42歳 

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。足回しの魔術師。高速ヒップウォーク。 

 

                              

 

藤原勝博 

1980生 38歳 

182cm／70kg 

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。 

 

昌山大貴 

1983生 

182cm/80kg35歳 

日本拳法、空手、古武術。柔道白帯の荒馬。ブラジリアン柔術青帯。 
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神谷忠彦

178cm80kg 

1980年生 38歳 

ブラジリアン柔術紫帯（グレイシーバッハＪＡＰＡＮ） 

ほぼ 10 年前、あこう堂で格闘技開始・・・ 

 

柳原俊太郎 

九大柔道部 H28卒 

100kg 手前？ 

 

九大柔道部ＯＢ→記録、撮影係。 

「来年は出場したいです！」 

 

栗林延功(ｸﾘﾊﾞﾔ

ｼ･ﾉﾌﾞｶﾀ) 

昭和 47生 46歳 

北大柔道部 OB（元北海道学生体重別チャンピオン）→スタッフに移行→時計係 

 

161cm、67kg 

 

佐藤茂 

S39(1965)生、 

53歳 

174cm,77kg 

京大柔道部 OB→スタッフに移行→運営、撮影 

 

 

                              

 

清瀬弘晃(ｷﾖｾ･ﾋ

ﾛﾐﾂ)S39(1964)

生、54歳 

168cm／80kg 

元・油圧式抱き込み横返し型ゴリラーマン。元・港湾労役用クマちゃん人形。 

現・綱引きクラブ。 

九大柔道部 OB→スタッフに移行→審判、司会進行。 

 

 

山下雅之 

H3卒 

 

九大柔道部 OB→スタッフに移行→(※欠席) 

 

ﾐﾙﾁｬ･ｻﾎﾞｳ 

Mircea Sabou 

41歳 175cm80kg 

総合拳法師範、柔道初段、ルーマニア出身 

（※欠席） 

兵庫県庁チーム（＋兵庫県庁で練習してる人） 

 

矢代 台風からの復旧業務の影響で難しいか・・・ 

（※欠場・・・） 

 

山口 

177cm66kg 

3段 27歳 

立ってよし、寝業も急速向上中。（※全国の県庁職員（全国）大会とかで個人

戦の部、４～５連覇中らしい） 

 

塩谷智司 

23歳 

178cm80kg 

柔道２段（３段申請中） 

ヤングパワーファイター 

                             

 奥本(大学 2年） 柔道、相撲（唯一の現役大学生）怪我で急遽欠場・・・ 

 
富田竜佑丸 

(高校生) 

なんとか参加できるか・・・（唯一の現役高校生） 

 

池田大輝 

175cm95kg 

3段 22歳 

急遽参戦の強豪（天理大柔道部 OB）。 

急にもかかわらず、ご参加ありがとうございます。 

 

ﾋﾞﾝｾﾝ･ﾌﾞｲｯｿﾝ

Vincent Buisson 

(ﾌﾗﾝｽ)31歳 

163cm,60kg 

柔道２段（二見尚志会）、ブラジリアン柔術青帯（Spok team ） 

人数の都合でチーム加入。ありがとうございました。 

 

 

https://www.facebook.com/vincent.buisson.121/photos_all
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ほか当日ご協力・参加予定（敬称略） 

 

仁木征輝 

Master of Kosen - Judo、最後の高専

柔道、仁木流格闘術、市井の武術ﾏｽ

ﾀｰ、津山弁のオモシロ格闘仙人  

瀬戸口正征(東大柔道部 OB) 

西日本実業柔道連盟理事長 

関西七柔会幹事(大会運営､表彰など) 

 

伊藤吾希夫 

京大柔道部 OB 

(大会顧問医師) 

伊藤整形外科 
 

森和義 

東北大柔道部 OB 

北浜柔道塾 

 

谷勝道(関西七柔会幹事長) 

京大柔道部 OB 

(大会優秀選手の選抜担当など) 

 

森本薫 

東大柔道部 OB 

マスターズ柔道協会事務局長 

北浜柔道塾 

 

渡辺秀章 

九大柔道部 OB 

大会試合記録担当 
 

福本憲二 九大柔道部 OB 

（関西七柔会幹事） 

 

輿水浩 

東北大柔道部 OB 

東京から・・・ 
 

田中安則 

明石柔友会 

大会受付担当 

   兵庫柔整専門学校同窓会 
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兵庫柔整専門学校 
同窓会 

 

第二回古流柔道祭りへの参加協力に寄せて 

 

兵庫柔整専門学校同窓会 会長 毛利 宗玄 

（ユニ介護） 

 

私達は、同窓会活動の一環として様々なスポーツイベントに協力しております。 

今回は応急救護活動を担当して参加者の方々を支援いたします。 

柔道に怪我はつきものですが、柔道整復術を通じて脱臼、捻挫、打撲などの急性外傷を少しでも

改善させていただきます。遠慮なくご相談下さい。 
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＜組合せ表（試合方式）＞ 
◎４チームの場合、通常のトーナメントまたは総当たりーグ戦 

◎６チームの場合、２つのリーグ戦後に決勝戦。 

◎５チームトーナメントの場合は以下の方式： 

 

●①～⑤の５チーム参加による変則トーナメント

（敗者復活あり） 

 

●①～⑤の枠では条件に差がありますが、ご容赦

ください。枠の選択は、優先順に自身で決定する

こととします（予定）。 

 

●枠選択の優先順（枠を希望できる順序）は、抽

選で決定します（予定）。 

最終獲得ポイントに応じて大相撲手ぬぐい贈呈予定(勝ち１ポイント､引き分け０．５ポイント､切り上げ） 

試合後、時間に余裕があれば、余力のある方で紅白戦（対抗戦）予定。 

 

                     

 

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 中堅 副将 大将   先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

             

             

 

 

            

 

 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将   先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

             

             

 

 

            

 

 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将   先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 

             

             

 

 

            

 

 先鋒 次鋒 中堅 副将 大将   先鋒 次鋒 中堅 副将 大将 
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あこう堂は、古流柔道を応援します 

 

※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) 
（あこう堂謹呈オリジナルグッズ） 

 

 

昭和 Freestyle 柔道 Tシャツ 

◎各サイズ２０００円（一般） 

１５００円 

（あこう堂会員価格） 

◎綿タイプ、速乾性ドライタイプありま

す。 

●昭和 Freestyle 柔道（ロゴ）● 

・日本柔道が花開き、成熟した時代。高専柔道、武徳会も活況であ

った戦前から、講道館柔道の完成・国際化にいたるまでの華やかな

りし「昭和の柔道」を格調高い白舟書体で表しました。 

 

・「柔道」だけでなく、あらゆる奥義に通じる「柔」は筆文字で強

調。 

 

・「Ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ」とは、高専柔道の先達が貫いた「柔道自由

の原則」を、さらには現在の国際柔道の「グレコローマン化」とは

異なり、「フリースタイル」が保たれていることも示します。 

 

●古流柔道（印）● 

創始された当時の精神を残す「柔道の本道」「本来の柔道」を「古流

柔道」として典雅で重厚な印相体で表しています。昭和になっても

フリースタイルを貫いた高専柔道は「古流柔道」であり、「昭和

freestyle 柔道」でしょう。 

 

全体として日本伝統の「藍染風」の仕上がり。 

柔道にまだ武術が残る「柔道最強」であった時代。昭和の香り漂う、

どこにもないあこう堂オリジナル 
 

昭和 Freestyle 柔道」てぬぐい 

◎１０００円 

（※あこう堂会員のみ８００円） 

※いずれも在庫限り： 

あこう堂へお問い合わせください 
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