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 (※10/12時点の情報のﾊﾞｰｼﾞｮﾝです) 

(※最新版はあこう堂サイトからダウンロード願います） 

（※10/12開催予定から台風により 12/21に順延） 

柔道創設時と変わらぬ自由なルール

 

                      

柔道開祖生誕の地・神戸にて、歴史を超えて再生 

                  

武術競技化の原点、柔道の源流 全てはここから始まった。 

 

＜第３回古流柔道大会＞・・・パンフ兼報告書・・・ 

    ・日時：令和元年(2019)12月 21 日(土)12～17 時 

(※10/12当日の台風により順延になりました) 

                （１２時開場、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：あこう堂（古流柔道実行委員会） 
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＜ごあいさつ＞ 

「古流柔道」について： 

 武器術や当身術まで含んだ「古流柔術」から、乱取り稽古を可能にした講道館柔道が明治期に嘉納治

五郎によって創設されました。当初の「古流柔道」は、立技、寝技の移行や継続に制限もなく、自由な攻

防で決着をつけるものでした。しかし、その後のルール改正の陰で、当初のルールは、学生の間で盛ん

であった「高専柔道」にしか残りませんでした。その「高専柔道」も、戦後は消滅し、現在はそれを引き継い

だ七帝柔道（七大柔道）にしか残っていません。 

 

 七帝柔道（七大ルール）は、高専柔道の現代版でもあり、時代とともに危険技を禁止とした点以外は、柔

道創設当初のルールのまま、「古流柔道」とも呼べるでしょう。ルールはシンプル、技術は根幹的であり、

審判や判定によらず本来の決着をつけようという武技の面も残し、格闘技的な応用も容易でしょう。また、

国際的な柔道発展の陰で、足に触れるというだけで、古来の効果的な攻防の技術まで消滅しつつある現

在、寝業技術だけでなく立技技術に関しても、「古流柔道」の意義はむしろ増しているように思います。 

                 

 今大会はこの貴重なルールの試合機会であり、古流柔術の原点、古来の組み討ち術まで遡る合戦の

ように団体戦で行われます。これは、柔道の創始者・嘉納治五郎の生誕の地・神戸における原点回帰で

もあり、柔道創設の講道館柔道と、そのまま古きを維持してきた高専柔道との歴史を超えた邂逅でもあり

ます。創設当初の「古流柔道」は古流諸派も納得して競える、根源的でシンプルな武技でもあったことで、

以降、種々の競技格闘技に影響を与えました。派生した各競技にとっては、現代でも共通ルールとなり得

ましょう。柔道ルール激変の今こそ、柔道家も他競技の方も、おおもとである柔道創設時の精神に立ち戻

り、原点を実感いただければと思います。それがさらに「古流」や「柔道」探究への旅立ちの機会となれば

幸いです。 
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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 

ほぼ創設時のままの柔道ルールを残した「高専柔道」ですが、その「現代版」として、時代とともに危険技は

禁じられています。以下には「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※１。（例えば、「片襟片袖」

の組み方を継続してもよい※２）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。 

※１ ※２ ※３ ※４ 

 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※４。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※５。 

 ※５ ※５    ※６      ※７ 

●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※６。 

（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※７。 

３ 場内･場外の扱い 

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※８。 

※８ ※９ ※１０ ※１１ 

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。 

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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 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※９。「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※１１。 

５ 禁止技 

 1）「足関節技」、「手首関節技」、「首関節技」、「胴絞」、「蟹挟※１２」、「河津掛※１３」。 

 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※１４（※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※

１５。 

 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）。※１６ 

※１２ ※１３ ※１４ ※１５ ※１６ 
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副賞・賞品＆ご提供者様 

提供者 副賞・賞品 

あこう堂 優勝ｶｯﾌﾟ(贈呈用小型) 

優勝ｶｯﾌﾟ(持ち回り用大型)  優秀選手賞カップ      

            （表彰状） 

野村豊和先生 

(ミュンヘン五輪・

金メダリスト) 

 

柔道組手強化用手首鍛錬具「野村リスト」 

野村豊和先生考案＆製作＆ご提供。直筆サイン入

り。天理柔道の投げの真髄。崩し、吊り、引き・

瞬時に対応・変化するための手首鍛錬具。 

「技が早くなる（野村先生談）」 

×５ 

 

×５ 

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 
「野村チューブ」野村豊和先生・考案＆製作監修。

金メダリスト養成・打ち込み用ゴムチューブ。打

ち込みの正確性養成･動的鍛錬に最適｡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 
柔道史に輝く NOMURA の刻印入り 

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 
１冊 

あこう堂 
高級大相撲グッズ／手ぬぐい各種（※参加賞：全員分） 

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。           ほか、高級大相撲扇子×５ 

×大量    扇子×５ 

あこう堂 
(オリジナルグッズ) 

 

※参加人数に足りる

ので今回作製のＴシ

ャツは全員配布（参加

賞） 

               
ﾗｯｼｭｶﾞｰﾄﾞ×３  ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ×５    キーホルダー２種×各５    ﾀｸﾞ×２０ 

 

古流柔道合戦 Tシャツ   昭和柔道Ｔシャツ     昭和ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ柔道手ぬぐい 

大会保険：損害保険ジャパン日本興亜ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(0120-727-110)／連絡先代理店･株式会社アイメイク 078-771-6436 
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チーム藤原 

 

藤原勝博 

1980生 39歳 

182cm／70kg 

柔道初段、植木屋、セミプロバンドマン、ベーシスト、シンガーソングラ

イター、古流武術、グラップリング、空手師範。殺人正拳・一本拳・一本

貫手。人間凶器・足刀・中足・背足・足底。高専柔道（あこう堂）。 

 

下村創史 

39歳 

172cm70kg 

柔道２段（兵庫県学生-66kg 準優勝）、ブラジリアン柔術（一心館神戸） 

 

樋口雄志 

160cm/60kg 

43 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（あこう堂）。柔道白帯。整体師。足回しの魔術師。高速ヒップウォー

ク。 

 

佐藤功清（ﾉﾘｷﾖ） 

163cm/55kg 

ブラジリアン柔術青帯（６年／リフレクションＢＪＪ） 

 

矢代一麿 

170cm／60kg 

兵庫県庁柔道部 

柔道三段、ブラジリアン柔術紫帯（柔専館／１０年） 

（※台風で気象警報が出たら出勤になるので欠場） 

 

岸本信一 

167 ㎝／68 ㎏ 

柔道初段 （神戸市民大会 高校初段 3年の部 3位） 

高校以来２５年ぶりに柔道再開 

× 

昌山大貴 

1983生､36歳 

182cm/85kg  

日本拳法、空手、古武術。柔道白帯・日拳の荒馬。ブラジリアン柔術青帯

（２年／ねわざワールド）。 

（×欠席っぽい） 

（※未定：他の参加者、参加チーム、欠場者、ご希望次第でどっかに振り分けます） 

 

東壮一(ﾋｶﾞｼｿｳｲﾁ) 

1976年 

43歳 

灘高柔道部／北大柔道部ＯＢ／柔道初段 

空手、ラグビー、筋トレ。北大柔道部伝説の牢名主。アウトロー・ノール

ール・エニイタイム・ストリート格闘人生、七大戦用最終分け兵器。 

 

 

毛利宋玄(ﾑﾈﾊﾙ) 

167cm／71kg。1974

年生、45 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、グレイ

シーバッハ神戸、中国武術 11 年、グラップリング、総合格闘技（修斗

ジム神戸）。柔道整復師。中国拳法整体古武僧。 

 

三浦孝貴(ｺｳｷ) 

168cm、78kg 

50歳 

空手、ムエタイ、柔道、ブラジリアン柔術、総合格闘技、グラップリン

グ。さすらいのネイチャー中高年格闘家。闘うオールラウンド・フィー

ルド（ロンリー）トラッカー。 

 

 

松原猛真(ﾀｹﾏｻ) 

1982生､37歳 

171cm／81kg 

 

武道研究会・親武会代表、柔道４段、ブラジリアン柔術。 

高専柔道初挑戦です。お手柔らかにお願いします。 

※七大ルール経験者(特に七大 OB)は、控え選手に回った場合／試合待機時には、審判役もお願いします。 

ルール未経験の選手も手が空けば掲示、時計係、副審など自らご協力願います。  
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耐用年数チャレンジ組（仮称） 

 

鈴木喜徳 

1963年(S38)生、56歳 

171cm／80kg 

名大柔道部 S６１卒、寝業研究会（東京）最終兵器。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 14年 

 

佐藤茂 

S40(1965)生、54歳 

174cm／77kg 

京大柔道部 OB。Ｓ６２卒「の年齢」。伝説の「昭和京大柔道」最後の生き

残り。昭和残留京大兵。世紀末ジジイグラップラー。カメ沼地獄の番人。

ブラジリアン柔術、グラップリング。（総合格闘技道場・グラウンドコ

ア）。 

 

清瀬弘晃(ｷﾖｾ･ﾋﾛﾐ

ﾂ)S39(1964)生、55

歳 168cm／80kg 

選手・審判兼任。元・油圧式抱き込み横返し型ゴリラーマン。元・港湾労

役用クマ型ロボ。現・川崎重工綱引きクラブ。 

九大柔道部 OB。「Ｓ６２卒の年齢→Ｓ６３卒の予定→実際はＨ１卒」 

工学博士。柔道は３段だっけ？ 

 

畠山治樹(ﾊﾀｹﾔﾏ･ﾊﾙ

ｷ) 

S39(1964)生､54歳

170cm／64kg 

九大柔道部ＯＢ（Ｓ６３卒）。剣道少し。柔道三段（※講道館）。 

日本相撲(好き)協会所属(冗談)。ザ・サブミッション・スモウレスラー。

ホモサピエンス老齢オス。ヘンジン原人アルムおじん。 

あこう堂ちゃんこ番。 

 

津田剛(ﾂﾀﾞﾀｹｼ) 

1967生 52歳 

171cm／100kg 

 

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。柔道５段（やったっけ？） 

 

 

長谷部諭 

1965生(たぶん 54

歳)175cm/80kg 

東北大柔道部 OB・平成元年卒。柔道三段（たぶん）。ブランク長期。練習

少々。みちのく食い倒れ人形。信州の狂える石地蔵。 

 

× 

大森泰宏(ｵｵﾓﾘ･ﾔｽﾋ

ﾛ)1967～8年の生れ

(たぶん)､51歳

171cm/70kg 

東北大柔道部 OB・平成２卒。柔道三段（やったっけ？） 

元・姫路のトリックサブミッションマスター。跳び十字、脇固め、足関。

巴投げ、小内刈、口車。出場人数あわせ要員＆審判 

（×仕事の事情で欠席っぽい） 

 

（※未定：他の参加者、参加チーム、欠場者・ご希望次第でどっかに振り分けます） 

 

東壮一(ﾋｶﾞｼｿｳｲﾁ) 

1976年 

43歳 

灘高柔道部／北大柔道部ＯＢ／柔道初段 

空手、ラグビー、筋トレ。北大柔道部牢名主伝説。アウトロー・ノールー

ル・エニイタイム・ストリート格闘人生。七大戦用最終分け兵器。 

 

 

毛利宋玄(ﾑﾈﾊﾙ) 

167cm／71kg。1974年

生、45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、グレイ

シーバッハ神戸、中国武術 11 年、グラップリング、総合格闘技（修斗

ジム神戸）。柔道整復師。中国拳法整体古武僧。 

 

三浦孝貴(ｺｳｷ) 

172cm、78kg 

50歳 

空手、ムエタイ、柔道、ブラジリアン柔術、総合格闘技、グラップリン

グ。さすらいのネイチャー中高年格闘家。闘うオールラウンド・フィー

ルド（ロンリー）トラッカー。 

 

 

松原猛真(ﾀｹﾏｻ) 

1982生､37歳 

171cm／81kg 

 

武道研究会・親武会代表、柔道４段、ブラジリアン柔術。 

高専柔道初挑戦です。お手柔らかにお願いします。 

※七大ルール経験者(特に七大 OB)は、控え選手に回った場合／試合待機時には、審判役もお願いします。 

ルール未経験の選手も手が空けば掲示、時計係、副審など自らご協力願います。 
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ＪＰＮ伯式柔術倶楽部 

 

橋本峯雄（ﾊｼﾓﾄﾐﾈ

ｵ） 

1973生 45歳 

173cm／75kg 

柔道初段。ブラジリアン柔術黒帯。総合格闘技、グラップリング。 

自称ＤＢＫＮ専門界ワールドチャンピオン（たぶん）。IDBKNF会長(自称) 

（※第一回古流柔道祭参戦）、修斗ジム神戸、柔専館、パラエストラ

大阪。 

 

津久井空（ﾂｸｲｿﾗ） 

1977生、42歳 

175cm／70kg 

柔道初段、ブラジリアン柔術黒帯、グラップリング。つくいジュージュ

ツ首領。ねわざワールド阪神。（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

金井 政史（ｶﾅｲﾏｻｼ） 

1971 生、48 歳 

168cm／70ｋｇ 

柔道４段、ブラジリアン柔術茶帯。ねわざワールド阪神 

精力善用・自他共栄 

（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

林康二郎（ﾊﾔｼｺｳｼﾞﾛｳ） 

1974 生､44 歳 

176cm／83kg 

柔道二段、ブラジリアン柔術黒帯、総合格闘技、グラップリング。（パラ

エストラ和泉） 

 

 

尾山正樹(ｵﾔﾏﾏｻｷ) 

1980生 39歳 

174cm／75kg 

柔道二段。ブラジリアン柔術茶帯。ねわざワールド阪神。 

（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

田中和広（ﾀﾅｶｶｽﾞﾋﾛ） 

1981 生、37 歳 

169cm／61kg 

柔道初段、ブラジリアン柔術茶帯。 

 

大野山翔二(ｵｵﾉﾔﾏｼｮｳ

ｼﾞ) 

1988 生、30 歳 

170cm／72kg 

柔道３段、レスリング、ブラジリアン柔術茶帯。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

※七大ルール経験者(特に七大 OB)は、控え選手に回った場合／試合待機時には、審判役もお願いします。 

ルール未経験の選手も手が空けば掲示、時計係、副審など自らご協力願います。 
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杉本大輔と北大阪同伴居酒屋研究会(※吹田柔術) 

 

新川武志(ｼﾝｶﾜﾀｹｼ) 

173cm/95kg 

1964生･54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 

（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

 

 

杉本大輔 

1979生･40歳､

173cm/93kg 

柔道初段、日本拳法６年、柔術青帯 

 辻大地(ﾂｼﾞﾀﾞｲﾁ) 

2000生･19歳 

174cm/75kg 

柔道二段、柔術青帯 

 

表原宏和(ｵﾓﾃﾊﾗﾋﾛｶｽﾞ) 

1983生･36歳 

172cm/70kg 

 

柔道四段、柔術茶帯 

 

片桐健登(ｶﾀｷﾞﾘｹﾝﾄ) 

1993生･26歳 

176cm／75kg 

大阪大学柔道部ＯＢ、柔道二段、柔術紫帯、 

（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

井上 勇太(ｲﾉｳｴﾕｳﾀ) 

1998生･20歳 

167cm／78kg 

柔道二段、柔術茶帯 

明治東洋医学専門学校 

（※第一回古流柔道祭参戦） 

 

木下徹(ｷﾉｼﾀﾄｵﾙ) 

1966生・53 歳 

175cm/94kg 

柔道初段、柔術紫帯 

 

 

 

  

※七大ルール経験者(特に七大 OB)は、控え選手に回った場合／試合待機時には、審判役もお願いします。 

ルール未経験の選手も手が空けば掲示、時計係、副審など自らご協力願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※掲載のチームは、応募順です） 
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＜第三回大会での試合運営について（仮）＞ 

（※以下は案です。実際は現場で事情により適宜変更する場合もあります。不評であれば練り直します。ご要望もお

寄せください）。 

●試合は５～７人程度の団体戦とする（※両者合意による）。●原則七大学ルールで施行。 

●審判は七大ルール経験者が担当（※選手兼任でも可。審判が勝敗に影響しないのが本ルールの特徴である） 

●柔道着を標準とする。 

（ただし「両者合意があれば」サンボ着、ブラジリアン柔術着の着用も可。ラッシュガードだけも帯だけも可。） 

●抜き勝負でなく、一本勝負のみの点取り戦とする。（※選手の希望と、全員出場できるようにと、運営の都合です）。 

●試合時間は原則５分。ただし両者の合意（と申告）があれば６分制も認める。 

一方、以下の条件①～③を目安に、条件の重複次第で、両者の合意により４分、３分、２分制を認める。 

①満５０歳以上の選手の出場、②対戦選手の体重差がおおむね１５ｋｇ程度に達した場合。③一方のみ白帯・女性・中

高校生など経験値・実力に差が大きい場合（※これら条件を満たしても両者の希望次第で、５分戦でも６分戦でも可）。 

●１本勝ちの本数で両チームに差がない場合は、チームの技あり本数で決着。 

（※技あり本数でも差がない場合は、会場と運営の事情を勘案し、両チームの合議により、 

代表戦か、ケサ固め戦とか十字固め戦とか足抜き攻防（サッカーでいうＰＫ戦）か、相撲、指相撲、腕相撲、足相撲、

尻相撲、手押し相撲、乳首相撲か、合計体重、合計年齢か、ジャンケン、あみだくじ、コイントスのいずれかで 

穏便に決める） 

●※他：出場が４チームの場合、勝ち抜けトーナメントか総当りリーグ戦かいずれか合議で決定する場合もある。 

余裕があれば希望者により全体紅白戦を追加する場合もある。合意次第で抜き勝負にする場合もある。 

 

＜七大ルール以外のルールの採用方針について＞ 

●対戦チーム間で合意があった場合、「現状の七大ルール」よりも禁じ手が少なく、一本決着であり、確立された競技

ルールに限り、「古流柔道」の趣旨に合うルールとして採用する場合がある。 

（※試してみたい「古流柔道」ルールのある方も、場を提供しますので、この機会をご利用下さい） 

（※想定は、絞めアリのスポーツサンボ１本のみルール、足がらみ・ツイスターあり１本のみブラジリアン柔術ルー

ル、ＱＵＩＮＴＥＴなどのグラップリング１本勝ちルール、打撃ナシ総合ルールなど。道着着用の有無は問わない。 

（※ただし打撃技、武器術は、用具の手間と不測の事態を避けるため除外するものとする） 

●七大ルール以外のルールの採用試合に関しては、団体戦（点取り戦）の試合数中、過半数に達しないものとする。 

●異種ルールで対戦する選手は、両チーム合議により事前に決定する 

（※点取り戦にして、かつ事前に対戦選手を決定しないと異種ルールの対戦は成立しない）。 

●七大ルール以外の試合を希望する場合、両者が合意できる審判員を自ら準備しておくこと（※現場調達で可）。 

 

＜補足＞（他種ルールも取り入れることについて） 

●メリット： 

どんな競技の人でも組み技で決着指向の人なら参加できる。（競技のワクを超え、方向性が広がる） 

・別競技の人とも団体戦が味わえ、交流できる機会になる。 

・古きを知るだけでなく、新たな試みによる発展も可能。 

・他競技の人が七大ルールにかかわり・興味をもってもらえたり、七大の人にとってはその逆もある（かもしれない）。 

●考えられる懸念とそれに対する反論： 

・ヒールホールド、カニバサミ、河津掛け、ネックロックなど「一部で危険とされる技」で怪我が生じても、大会保険

を超えては対応困難です。それでも両者が別ルールに合意する条件下での話。 

・もともと「七大ルールの大会」とは謳ってません。あくまで「古流柔道大会」。その中でも、普段一般には接する機

会の少ない七大ルールが過半数を占めることになる。他分野の方への普及、宣伝の場ともなるはずである。 

お互いにいいところを吸収すればよい。 

・自由で決着をつけるものなら「古流柔道」から逸脱することはない。サンボやブラジリアン柔術などいろんな競技

が、古流柔術を乱取アリに合流・合意させたおおもとの「柔道」に影響を受けている。全てはここから始まった。 

（※おおもとの柔道＝古流柔道は、高専柔道に残ったのみ、それが現代版として残っているのが七大ルールである） 

・もともと武技や護身術に競技の境目などない。一方で、競技化のおおもと｢古流柔道｣には敬意を表し、学ぶべき。 

・他競技も「古流柔道」の観点に立ち戻れる機会である。柔道の熟練者にとっては新たな技術の進展の場ともなる。そ

れは、嘉納が果たそうとしてなし得なかった「柔道」のあるべき姿かもしれない。 

http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
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ほか当日ご協力・参加予定（敬称略）（※注：前年 2018 年の情報&順延前情報） 

 

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 

(表彰選手の選抜などご担当) 

 

福本憲二 九大柔道部 OB 

（関西七柔会幹事） 

 

渡辺秀章 

九大柔道部 OB｡大会試合記録・掲示

担当。数学博士。 

（※台風で欠場）  

南一二 

北浜柔道塾 

 

栗林延功:北大柔道部 OB(元北海道

学生体重別ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ)161cm/67kg､ｱﾏｼ

ｭｰﾄ、ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ:試合掲示・時計係

（※台風で出勤・欠場）  

大塚裕蔵 

北浜柔道塾 

 

大津山智啓 

川崎重工綱引き部、柔道、アマシ

ュート。動画撮影、受付ほか担当 
 

田渕貴重 

北浜柔道塾 

（※結局、当日の台風で中止となりました） 

＜組合せ表（試合方式）＞ 
◎２チーム出場の場合、決勝戦（＆オマケ紅白戦） 

◎３チーム出場の場合、巴戦 

◎４チーム出場の場合、通常のトーナメントまたは総当たりーグ戦 

◎５チーム出場の場合、変則トーナメント（※方式は以下）： 

◎６チーム出場の場合、２つのリーグ戦後に決勝戦。 

◎７チーム出場の場合、変則トーナメント（七大戦と同様）。 

◎８チーム出場の場合、通常のトーナメント戦 
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＜参考＞ 

※５チーム参加になった場合： 

 

●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）。 

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 

    

            

  

 

          

            

 

 



13 

 

試合記録（メモ） 

 先

鋒 

次

鋒 

五

将 

中

堅 

三

将 

副

将 

大

将 

    

            

  

 

          

            

 

試合記録（メモ） 

 先

鋒 

次

鋒 

五

将 

中

堅 

三

将 

副

将 

大

将 

    

            

  

 

          

            

 

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 

    

            

  

 

          

            

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         副将 大将 
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＜会場案内＞ 

●神戸市立王子スポーツセンター：〒657-0805 神戸市灘区青谷町 1 丁目 1-1 TEL 078-802-0223 

＜※：台風 19号の影響による古流柔道大会開催可否の判断について＞ 
●当日朝８時の時点で神戸市に気象警報が出ていた場合、また当日それ以降に警報が出ると想定される場合は、中止

とする。※緊急連絡先：(080-5323-4775) 

●警報が出ない状況であれば、天候にも交通機関の運行状況にもかかわらず開催する。 

（多少の悪天候程度であれば、来られた人だけで開催します）。※緊急連絡先：(080-5323-4775) 

 
●全体懇親会：ニパチＪＲ灘駅前店 078-805-6885／050-5834-2120 

●二次会（→たぶん関係者であこう堂：神戸市須磨区） 

●大会保険：損害保険ジャパン日本興亜ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ(0120-727-110)／ 

連絡先代理店･株式会社アイメイク 078-771-6436／担当 090-4760-1971  

https://www.jma.go.jp/jp/warn/f_2810000.html
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試合結果報告： 

 

～（※後日追加記載予定）～ 

（※結局、当日、台風１９号の影響で開催中止となりました） 
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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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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&会場価格） 

◎綿タイプ、速乾性ドライタイプあり。 

●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&会場価格：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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