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第４回古流柔道大会ご案内／募集要項 

●日時：令和２年(2020)5 月 31 日(日曜)11～16 時（１2 時試合開始） 

●会場：王子スポーツセンター柔道場 

（神戸市灘区：阪急神戸線「王子公園駅」／ＪＲ「灘駅」) 

●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）： 

●試合方式：（※選手と運営スタッフ側の参集次第です。調整の上おって連絡いたします） 

・５名～７名程度の団体戦、または１０～２０人の対抗戦を想定（いずれも状況と合意次第）。 

・１試合の時間５分（※または６分か、４、３、２分。希望と選手実力差の考慮に合意次第）。 

・リーグ戦またはトーナメント戦（※参加数と状況次第）。 

・抜き勝負または点取り勝負。（※合意次第） 

（※ご要望もお伝え下さい。参加無料にするので選手自ら作り上げるつもりでご参加願います） 

●募集要項： 

１チーム数名程度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・ご要望を。参加用紙は２ページ目に添付。 

●期限：４月末まで。ただし、主催側の限界次第で、それ以前に締め切る場合も、それ以降も受け付け

る場合もあります。ただし直前では試合の体裁が整わない場合もあります。ご了承下さい。 

●選手参加費：無料！（※会場費､大会傷害保険､ｽﾀｯﾌ手当､賞品､参加賞､ｹﾞｽﾄ費用など全て主催者負担） 

●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： 

原則として「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を採用します 

（※添付は省略。詳細は以下のサイトから確認ください。） 

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

ほぼ創設時のままの柔道ルールが残った「高専柔道」を踏襲していますが、その「現代版」であり、時代とと

もに危険技は禁じられています。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整理し、解説しています。以下が PDFフ

ァイルリンク先：（七大ルール簡易解説版） 

→http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/1743251.html 

※ルール動画はこちら→https://youtu.be/CCrqsooMI6E(Youtube:｢古流柔道ルール説明動画 2018年 9月 1日版｣) 

 

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「YouTube: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。 

特にルール初体験になる方は、是非ご覧になってください。 

 

●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。   

②運営側として当日の傷害保険に加入。それ以上の対応は主催者側では困難です。 

傷害保険など各自でご加入のこと（※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/1743251.html
https://youtu.be/CCrqsooMI6E
https://youtu.be/royuPGttYns
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●参加申し込み書（個人でも人数不足でも同様で可。以下情報があれば体裁･提出法は問いません）： 

我々のチーム・参加者は、大会中の事故、事後の障害等に関し、主催者側の保障は当該大会保険の範囲内

であることを認識した上で、以下の選手の出場を申し込みます。 

チーム名： 

代表者氏名：                    （※印）（※あれば望ましいが、なくても可） 

 

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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 
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（柔道段位、柔術帯色ほか競技経歴・戦歴・受賞歴、紹介ｺﾒﾝﾄなど）： 

： 

◎大会側への要望事項： 

 

 

◎主催側からの質問：（ご回答おねがいします） 

・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（5～7人程度）の団体戦を望むか？／(人数不足の場合)他チームとの合同を受け入れるか？ 

・抜き勝負、点取り戦どちらを希望するか？ 

・選手による体重・段位等の実力差に基づいて試合時間の変更はあってもいいか？ 

・パンフ選手名簿（写真）掲載など望まない場合、お知らせください。 

 

 

●提出先：あこう堂ブログ、ホームページなどから連絡。または以下へ。お手伝いいただける方もどうぞ。 

ＦＡＸの場合→078-796-4775  Ｅメールの場合→hatake14@rose.ocn.ne.jp 
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4th Koryu-Judo (Kosen Judo)Tournament / Application Guidelines 

Date：2020.5.31(Sun.)11～16:00（start:12:00PM） 

●Place(Venue)：Ooji Sports Center(Nada-Ku Kobe City) 

●Organizer：Planning Committee in Akoudou (Haruki Hatakeyama) 

●Recruitment of Contestants： 

●Contest format: (* Depending on the gathering of contestants and management staff. We will 

contact you after adjustment) 

・We assume a team tournament of about 5 to 7 people or a team competition of 10 to 20 people 

(all depending on the situation and agreement). 

・ Time for one match is 5 minutes (* or 6 minutes, or 4, 3, 2 minutes, depending on 

contestant’s ability difference or wishes). 

・ League competition or tournament competition between teams (* depending on the number of 

participants and the situation). 

・ A team's win or loss depends on the total score of each individual match (scoring match) 

or elimination match between team members (losers of each individual match are dropped : 

elimination match). (*Format depends on mutual agreement) 

(* Please tell us your request. Participation is free, so please join us with the intention 

of creating it yourself.) 

●Application Requirements: 

Please contact us from the team or individual. We will adjust for individuals, 2 to 3 people, 

or at most. The application form is attached to the following page. 

●Deadline Date: Until 4/30. However, depending on the situations of the organizer, it may be 

closed before or after that date. However, the tournament summary may not be adjusted if 

you apply immediately before. Please note that. 

●Participation fee: Free! (* Venue fee, tournament accident insurance fee, staff allowance, 

prizes, participation prize, guest fee, etc. are all borne by the organizer) 

●Contact: to Akoudou →http://accordsuma.grupo.jp/free1851809 

〒654-0055 神戸市須磨区須磨浦通 5-5-12(5-5-12 Sumaura-Doori Suma-Ku Kobe-City)・あこう堂 Akou-dou(080-

5323-4775) 

●About the Contest rules: 

Inter Japan 7 Universities Judo League Rules will be adopted in principle, which is a modern version of 

“Kosen-Judo”. 

(* Attachment is omitted. Please check the following website for details.) 

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

It follows the “Kosen-Judo”, which has the judo rules almost as it was founded. However, in this 

“modern version”, dangerous techniques are prohibited with the times. In addition, the main 

points of the rules are organized and explained with the difference from the competitions such as 

Kodokan Judo, International Judo, Brazilian Jiu-jitsu, Sports Sambo, Wrestling, and Sumo. The 

following is a PDF file link: (7 Universities Judo Rules simple explanation version) 

→http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/1743251.html 

※Click here for rule video→https://youtu.be/CCrqsooMI6E(Youtube:｢古流柔道ルール説明動画 2018年 9月 1

日版｣) 

 

The video of the contest can be viewed on YouTube as follows 

http://accordsuma.grupo.jp/free1851809
http://nanadaisen.akamonjudo.com/nanadairule-06.pdf
http://blog.livedoor.jp/akoudou2008/archives/1743251.html
https://youtu.be/CCrqsooMI6E
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https://youtu.be/royuPGttYns「YouTube:古流柔道イメージ動画(第 1回古流柔道祭)」 

※If you look at this video, you can imagine the contest, rules, prohibited items, wins and losses. If you are 

experiencing the rules for the first time, please visit this site. 

●Injuries / accidents and insurance 

(1) The emergency treatment on the day will be done at the venue. *  

(2) The organizer 

The organizer has accident insurance on that day of contest. However, it is difficult for the 

organizer to support further. You need to take out accident insurance yourself (* Everyone, 

please avoid injury.).  

https://youtu.be/royuPGttYns
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●Application form (Even individual or insufficient number of peoples are acceptable. It doesn't 
matter how you submit it as long as it contains the following information: ) 

Our team / participants will apply for the following contestants after recognizing that the 

organizer's guarantee is within the scope of the insurance regarding accidents during the event 

and subsequent disabilities. 

Team Name： 

Name of representative：             （※Signature） 

 

Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 
Name                        Hight    cm／Weight   kg 

Birth Date     YY  MM   DD    Phone Number： 

Your martial arts experience (Judo/Jiu-Jitsu belt color, etc., competition experience, 

Comments, etc.): 

◎ Your Request: 

 

◎ Question from the organizer: (Please answer) 

・ Do you approve the integration of other teams / members? 

・ Do you want to fight in Elimination match or Scoring match? 

・Do you approve changing the match time based on the difference in ability of the competitors 

such as weight or rank? 

・Let me know if you don't want to appear in the brochure. 

 

●Submission: Contact to あこう堂 blog、Homepage, etc. Or below. If you can help as a 

staff, please contact us. Fax:→078-796-4775／E-mail→hatake14@rose.ocn.ne.jp 


