
総理大臣杯争奪「第４７回西日本実業柔道団体対抗大会」 
対戦記録と戦評 
 
男子第三部 
 
過去最多５３チームの参加となり混戦が予想されたが、案に相違して関西医

療学園Ａと戸髙鉱業社Ａが共にエースの活躍で他を圧倒し、決勝戦初進出。両

雄相譲らずの攻防も、関西医療学園Ａが最後の１２秒で勝負を決し、初優勝を

飾った。 
 
［第１回戦］ 
 
    報徳誠之館  １    －   ０  陸上自衛隊国分Ａ 
 
（先鋒）松村 正隆 ３段    引分     中島 伸吾 ３段 
（中堅）三谷 和也 ３段    引分     相馬 大樹 ３段    
（大将）池田 征司 ５段      優勢勝        相牟田 豊  ３段 
 
 

ﾌｯﾄﾜｰｸｴｸｽﾌﾟﾚｽ １    －   ２  錦秀会阪和病院 
 
（先鋒）小宮山彰人 ３段    合せ技 ○  松井 茂樹 ３段 
（中堅）袖山 克也 ２段    合せ技 ○  前田 敦史 ２段 
（大将）釣谷 洋一 ３段 ○  大内返    前田 勝洋 ３段 
 
 

クラレ岡山   ０    －  ２   大阪凰林医療学園 
 
（先鋒）渡邉 竜一 ２段    引分     吉田 靖尚 ２段 
（中堅）矢部 雅和 初段    優勢勝    矢野 泰成 ２段          
（大将）野津 慶滋 ２段    合せ技  ○  奥田 隆生 ２段 
 
 
 
 
 



甲南柔友会Ｂ  １    －   ２  戸髙鉱業社Ｂ 
 
（先鋒）大久保明彦 ２段  ○ 裏投      崎村 和幸 ２段 
（中堅）糺  徳雄 初段    上四方固 ○  園田 守久 初段 
（大将）三井 義隆 ４段    上四方固 ○  崎村 栄一郎２段 
 
 
       関西医療学園Ｄ １    －    ①  関西健康科学専門学校Ａ 
 
（先鋒）藤木 義志 ２段    引分      川水 裕介 ２段 
（中堅）梅本 尚司 ３段   優勢勝      松本 仁志 ２段   
（大将）岩間 大介 初段    優勢勝     木村 悠紀 ３段    
 
 
   ＩＭＳ      ０    －    １    近畿通関 
 
（先鋒）堀家 裕輔 ３段    背負投  ○   砂原 芳徹 ３段  
（中堅）樋口 真臣 ３段    引分       岡田 恵司 ５段 
（大将）山本 俊広 ４段    引分       土井 隆司 ２段 
 
 
   東レ滋賀    ２     －    １  神戸柔道クラブ 
 
（先鋒）田村 真我 ２段 ○  払腰      森田 浩太郎 ２段 
（中堅）島本 竜昌 ２段    優勢勝     元木 智規  ３段  
（大将）服平 健太郎３段      優勢勝          今澤 義郎  ２段 
 
 
   安川電機    ０     －    ３  日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＡ 
 
（先鋒）岡野 直樹 ４段    一本背負 ○   大森 信司  ３段 
（中堅）花岡 亮  ３段    優勢勝      矢根 和紀  ２段   
（大将）道脇 孝徳 ２段    小外掛  ○   矢根 陽介  ２段 
 
 
 



   日本健康開発Ａ ２     －    １  ひらた整骨院クラブＢ 
 
（先鋒）太谷 剣護 ２段 ○  背負投      登里 圭吾  ２段      
（中堅）佐多 雅光 ２段    裏投   ○   佐無田 亮  ３段     
（大将）ﾋﾟｴｰﾙ･ﾌﾗﾏﾝ ３段 ○  不戦勝      乾  義昭  ４段 
 
 
   関西医療学園Ａ ３     －     ０ 新日本製鐵大分Ａ   
 
（先鋒）萩野 明彦 ３段 ○  内股       高橋 宗誠  初段 
（中堅）小川 貴則 ３段 ○  腰絞       川上 尊弘  ４段 
（大将）山本 武  ３段 ○  内股       立部 展之  ４段 
 
 
   陸上自衛隊国分Ｂ①     －     １ 大阪ガス 
 
（先鋒）新村 祐太 ２段    引分       中山 幸久  ２段 
（中堅）貞元 渉  ２段 ○  合せ技      谷村 欣也  ２段   
（大将）本田 宗一郎２段    優勢勝     喜田 康之  ５段  
 
 
   日本健康開発Ｂ ０     －     ２ 日本ｴｰｽｻﾎﾟｰﾄＡ 
 
（先鋒）西尾 明彦 ２段    優勢勝      辻下 伸介  ３段         
（中堅）黒江 裕也 ２段    優勢勝         濱田 猛   ２段        
（大将）勝田 光市郎２段    引分               塚田 智晴   ３段 
 
 
   関西医療学園Ｃ ２     －     １ 三井造船玉野 
 
（先鋒）梶本 将平 ２段 ○  大外刈      渡邉 康雄  ３段    
（中堅）川端 純平 ２段   優勢勝      吉岡 秀晃  ２段  
（大将）森島 知也 ２段    袈裟固   ○  池田 貞仁  初段   
 
 
 



   ｻﾝｼｬｲﾝ練成館  ３     －     ０ Ｋ．Ｋスポーツ   
 
（先鋒）西原 栄一 ２段 ○  背負投      上薗 義明  ３段 
（中堅）知花 佑介 ３段 ○  不戦勝      佐々木健太  初段 
（大将）又吉 剛  初段 ○  内股       瀧本 寿   ２段 
 
 
   ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞＡ２     －     ０ 神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 
 
（先鋒）櫻井 竜治 ４段 ○  内股       高野 重好  ４段         

（中堅）宝  王貴 ３段    引分       奥村 敬典  ４段 
（大将）水谷 進吾 ３段 ○  掬投       能勢 淳平  ３段 
 
 

新日鐵八幡Ｂ  ①      －    １ Ｈｏｎｄａ熊本 
 
（先鋒）大野 剛  ２段 ○  大内刈      松尾 圭二  ３段  
（中堅）古澤 克教 ２段    優勢勝     中馬場 慎剛 ３段 
（大将）岩崎 優弥 ２段    引分       山本 和博  ４段 
 
 
   関西医療学園Ｅ ２     －     ０ 陸上自衛隊国分Ｃ 
 
（先鋒）岩本 隆志 ２段    引分       鳥丸 廣太  ２段 
（中堅）井本 佳太 ２段 ○  大内刈      有村 和敏  ２段 
（大将）山田 武蔵 ３段 ○  内股すかし    吉川 弘樹  ２段 
 
 

東レ滋賀Ｂ   １    －      ２ 戸髙鉱業社Ａ 
 
（先鋒）中村 洋介 ３段    払腰   ○   赤迫 諒介  ３段    
（中堅）大漉 一幸 ３段 ○  棄権       細田 真史  ３段  
（大将）西澤 真樹 ３段    合せ技  ○   高橋 光一郎 ３段 
 
 
 



   肥後銀行    ０    －      ２ クラレ岡山Ａ 
 
（先鋒）笠  巳佐男２段   優勢勝      白神 哲治  初段 
（中堅）田中 清秀 ３段   大外刈  ○    伊勢脇 宏貴 ２段   
（大将）野中 啓明 ３段   引分        中嶋 正光  初段 
 
 
   関西健康科学専門学校Ｂ２  －     １ 神戸製鋼加古川  
 
（先鋒）稲田 憲治 ２段   掬投   ○   高田 誠   初段 
（中堅）相原 耕太 ２段  優勢勝       原田 誠   初段  
（大将）宮野 努  ２段 ○ 横四方固     田中 浩之  ２段 
 
 
   同志社ＷＲＪＣ ２   －       １ 関西医療学園Ｂ 
 
（先鋒）寺居 大志 ３段 ○ 不戦勝      御崎 正人  ２段 
（中堅）大萩 勤  ４段   大外刈   ○  徳山 雅也  ３段 
（大将）横田 照和 ３段 ○ 出足払      磯田 和伸  ４段 
 
 
［第２回戦］ 
 
   新日本製鐵八幡○代１    －     ① 報徳誠之館 
 
（先鋒）池崎 巧  ２段 ○ 上四方固     松村 正隆 ３段 
（中堅）中島 弘司 ２段   引分       三谷 和也 ３段   
（大将）松浦 誠  ２段   小外掛   ○  池田 征司 ５段   
（代表）中島 弘司 ２段   優勢勝       池田 征司 ５段      
 
 
   錦秀会阪和病院 ３    －    ０  熊本市消防局 
 
（先鋒）松井 茂樹 ３段 ○  内股     荒瀬 達也 ２段 
（中堅）前田 敦史 ２段 ○  袈裟固    森  勝之 ２段 
（大将）前田 勝洋 ３段   優勢勝         木庭 慶一郎２段 



大阪凰林医療学院０    －    ２  戸髙鉱業社Ｂ 
 
（先鋒）古田 靖尚 ２段    （指導１）   崎村 和幸 ２段 
（中堅）矢野 泰成 ２段    優勢勝    園田 守久 初段 
（大将）奥田 隆教 ２段    引分      崎村 栄一郎２段 
 
 
   関西健康科学専門学校Ａ① －    １  日本エースサポートＢ 
 
（先鋒）川水 裕介 ２段    引分      井川 徳重 ３段 
（中堅）高橋 秀紀 ３段 ○  小内刈     合田 大二郎３段   
（大将）木村 悠紀 ３段   （指導１）     正木 大輔 ３段 
 
 
   十全会回生病院Ｂ ①   －    １  近畿通関 
 
（先鋒）渡辺 光希 ２段     優勢勝      砂原 芳徹 ３段  
（中堅）吉田 岳文 ３段    引分       岡田 恵司 ５段 
（大将）鎮守 直樹 ３段 ○  崩袈裟固     土井 隆司 ２段 
 
 
   東レ滋賀    ０     －    ２  日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＡ 
 
（先鋒）田村 真我 ２段    引分      大森 信司  ２段 
（中堅）島本 竜昌 ２段    合せ技   ○ 矢根 和紀  ２段  
（大将）服平 健太郎３段      小外掛      ○  矢根  陽介  ２段 
 
 
   神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝＢ０     －   ３   日本健康開発Ａ 
 
（先鋒）三澤 良規 ２段    背負投   ○  太谷 剣護 ２段 
（中堅）橋本 有康 ４段    優勢勝     佐多 雅光 ２段    
（大将）三枝 大輔 ２段    崩袈裟固  ○  ﾋﾟｴｰﾙ･ﾌﾗﾏﾝ ３段 
 
 
 



    関西医療学園Ａ ３     －   ０  阪急電鉄 
 
（先鋒）萩野 明彦 ３段 ○  背負投      嶝口 三千男 ２段 
（中堅）小川 貴則 ３段 ○  大内刈      堀田 誠   ２段 
（大将）山本 武  ３段 ○  内股       山崎 慎悟  ２段 
 
 
    日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＢ３    －    ０  陸上自衛隊国分Ｂ 
 
（先鋒）乾  譲二 ３段 ○  横四方固          新村 祐太 ２段 
（中堅）別府 克祥 初段       優勢勝           貞元 渉   ２段   
（大将）清水 聖寿 ２段 ○   大内刈       坂口 健志  ２段  
 
 
    日本ｴｰｽｻﾎﾟｰﾄＡ  ０    －    ３  十全会回生病院Ａ 
 
（先鋒）辻下 伸介 ３段    縦四方固  ○  入江 武志  ３段         
（中堅）濱田 猛  ２段    優勢勝      原  大輔  ２段       
（大将）塚田 智晴 ３段    小外刈   ○  山崎 茂樹  ２段 
 
 
    関西医療学園Ｃ ０     －   ２  ｻﾝｼｬｲﾝ練成館 
 
（先鋒）梶本 将平 ２段    引分       西原 栄一  ２段    
（中堅）川端 純平 ２段    上四方固  ○  知花 佑介  ３段  
（大将）山岸 克年 ４段    合せ技   ○  又吉 剛   初段   
 
 
    ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞＡ１     －   ０ 新日本製鐵八幡Ｂ 
 
（先鋒）櫻井 竜治 ４段    引分       大野 剛   ２段         

（中堅）萩原 弘志 ３段       優勢勝           古澤 克教  ２段 
（大将）水谷 進吾 ３段    引分       岩崎 優弥  ２段 
 
 
 



    姫路少年刑務所○代  ①     －   １ 関西医療学園Ｅ 
 
（先鋒）萩野 章吾 ４段 ○  出足払      岩本 隆志  ２段 
（中堅）内田 慎太郎４段    内股    ○  井本 佳太  ２段 
（大将）大山 孔之介３段    引分       山田 武蔵  ３段 
（代表）萩野 章吾 ４段 ○  横四方固     井本 佳太  ２段 
 
 

 戸髙鉱業社Ａ   ３     －   ０ クラレ岡山 
 
（先鋒）赤迫 諒介 ３段 ○  払腰       白神 哲治  初段 
（中堅）細田 真史 ３段 ○  谷落       伊勢脇 宏貴 ２段  
（大将）高橋 光一郎３段 ○  小外刈      中嶋 正光  初段 
 
 
    関西電力     １    －    ２関西健康科学専門学校Ｂ 
 
（先鋒）横井 建二 ２段    優勢勝      稲田 憲治 ２段 
（中堅）石井 昭  ３段    優勢勝          相原 耕太 ２段  
（大将）三宅 義宏 ２段   合せ技  ○    宮野 努  ２段 
 
 
    同志社ＷＲＪＣ １   －      ２ 甲南柔友会Ａ 
 
（先鋒）寺居 大志 ３段 ○ 大内刈      田中 陽介  ３段 
（中堅）大萩 勤  ４段   内股   ○   谷岡 利宣  ４段 
（大将）横田 照和 ３段    優勢勝      田中 孝明  ３段 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［第３回戦］ 
 
    報徳誠之館○代   ①   －     １  錦秀会阪和病院 
 
（先鋒）松村 正隆 ３段   不戦勝   ○  松井 茂樹 ３段  
（中堅）三谷 和也 ３段   引分       前田 敦史 ２段 
（大将）池田 征司 ５段 ○ 小外掛      前田 勝年 ３段 
（代表）池田 征司 ５段   優勢勝      松井 茂樹 ３段 
 
               

 戸髙鉱業社Ｂ ３    －    ０  関西健康科学専門学校Ａ 
 
（先鋒）崎村 和幸 ２段 ○  横四方固    川水 裕介 ２段  
（中堅）園田 守久 初段 ○  袈裟固     高橋 秀紀 ２段 
（大将）崎村 栄一郎２段 ○  横四方固    木村 悠紀 ３段 
 
 
    十全会回生病院Ｂ １   －    ０  日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＡ 
 
（先鋒）渡辺 光希 ２段     引分        大森 信司  ３段 
（中堅）吉田 岳文 ３段    引分        矢根 和紀  ２段 
（大将）鎮守 直樹 ３段 ○  合せ技      矢根 陽介  ２段 
 
 
   日本健康開発Ａ ０     －    ３ 関西医療学園Ａ 
 
（先鋒）太谷 剣護 ２段    反則    ○  萩野 明彦 ３段     
（中堅）佐多 雅光 ２段     払腰      ○    小川 貴則 ３段 
（大将）ﾋﾟｴｰﾙ･ﾌﾗﾏﾝ ３段    掬投    ○  山本 武  ３段 
 
 
   日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＢ １   －    ２  十全会回生病院Ａ 
 
（先鋒）乾  譲二 ３段    大内刈   ○  入江 武志  ３段 
（中堅）別府 克祥 初段       優勢勝            原  大輔  ２段   
（大将）清水 聖寿 ２段    上四方固  ○  山崎 茂樹  2 段 



   ｻﾝｼｬｲﾝ練成館   １      －   ２ ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞＡ    
 
（先鋒）知花 司  ３段    内股すかし ○  櫻井 竜治 ４段 
（中堅）知花 佑介 ３段     優勢勝     萩原 弘志 ３段      
（大将）又吉 剛  初段 ○  払腰       水谷 信吾 ３段  
 
 
   姫路少年刑務所○代  １     －   ２ 戸髙鉱業社Ａ 
 
（先鋒）萩野 章吾 ４段    払腰    ○  赤迫 諒介 ３段 
（中堅）三島 功典 ３段    優勢勝      細田 真史 ３段 
（大将）大山 孔之介３段     優勢勝      高橋 光一郎３段  
 
 
   関西健康科学専門学校Ｂ ０ －    １   甲南柔友会Ａ 
 
（先鋒）稲田 憲治 ２段   引分         田中 陽介  ３段 
（中堅）相原 耕太 ２段   上四方固   ○    谷岡 利宣  ４段 
（大将）宮野 努  ２段   引分         田中 孝明  ３段 
 
 
［第４回戦］ 
 
   報徳誠之館 １     －     ２    戸髙鉱業社Ｂ 
 
（先鋒）           不戦勝   ○    崎村 和幸    ２段  
（中堅）三谷 和也 ３段   横四方固  ○    園田 守久    初段 
（大将）池田 征司 ５段 ○ 小外掛        崎村 栄一郎   ２段 
   
 

   十全会回生病院Ｂ ０   －    ３   関西医療学園Ａ 
 
（先鋒）渡辺 光希 ２段    内股   ○    萩野 明彦   ３段 
（中堅）吉田 岳文 ３段    袈裟固  ○    小川 貴則   ３段 
（大将）鎮守 直樹 ３段    優勢勝        山本 武    ３段 
 



   十全会回生病院Ａ ２   －    ０   ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞＡ   
 
（先鋒）入江 武志 ３段    引分       櫻井 竜治  ４段 
（中堅）泉  雄喜 初段 ○  合せ技      萩原 弘志  ４段  
（大将）山崎 茂樹 ２段 ○  小外掛      水谷 信吾  ３段 
 
 
   戸髙鉱業社Ａ   ３   －    ０   甲南柔友会Ａ 
 
（先鋒）赤迫 諒介 ３段 ○  背負投      田中 陽介  ３段 
（中堅）細田 真史 ３段 ○  谷落       谷岡 利宣  ４段 
（大将）高橋 光一郎３段 ○  小外刈      田中 孝明  ３段 
 
［準決勝戦第１試合］ 
 
    戸髙鉱業社Ｂ  ０    －     ３   関西医療学園Ａ 
 
（先鋒）崎村 和幸 ２段     上四方固  ○   萩野 明彦    ３段 
（中堅）磯崎 竜太 ２段     横四方固  ○   小川 貴則    ３段 
（大将）             不戦勝   ○   山本 武     ３段 
 
 
［準決勝戦第２試合］ 
 

十全会回生病院Ａ０   －   ３ 戸髙鉱業社Ａ 
 
（先鋒）入江 武志 ３段   大腰     ○    赤迫 諒介   ３段    
（中堅）泉  雄貴 初段   内股すかし  ○    細田 真史   ３段  
（大将）山崎 茂樹 ２段   合せ技    ○    高橋 光一郎  ３段 
 
 
［決勝戦］ 
 
全試合勝利、それも唯一１回のみ優勢勝、他は全て一本勝という破竹の進撃で

決勝進出した関西医療学園Ａと、姫路少年刑務所との接戦以外は、圧倒的な力

を見せ付けて勝上った戸髙鉱業社Ａとの息詰まる熱戦。 



関西医療学園Ａ ２   －  １ 戸髙鉱業社Ａ 
 

（先鋒）萩野 明彦 ３段   大腰     ○    赤迫 諒介   ３段 
（中堅）小川 貴則 ３段  優勢勝         細田 真史   ３段   
（大将）山本 武  ３段  優勢勝         高橋 光一郎  ３段    
 
先鋒戦。開始早々から戸髙鉱業社Ａ・赤迫が組み手を制し優位に立つ。３０秒、

赤迫が右払腰で効果を奪い先制。続く５９秒にも払腰で有効。１分４２秒、守

勢に回る関西医療学園Ａ・萩野に指導１。その後も赤迫は優位に試合を進め、

２分７秒に隅返しで有効。猶も攻める赤迫が２分３１秒に右組みから左大腰で

見事な一本。戸髙鉱業社Ａが先制する。 
 
中堅戦。関西医療学園Ａ・小川が右組み、戸髙鉱業社Ａ・細田が左組みのケン

カ組み手。小川は足技を巧みに用い、組み手を制す。技の出ない細田に１分３

７秒、２分４２秒にそれぞれ指導。その後も小川は常に先手を取って攻撃を加

え、４分２２秒に両襟を掴んだ右自然体から、逆に後方の左足を長躯、相手の

左足ひかがみ（膝の裏）まで伸ばし、刈足鋭く左大外刈に刈り込むと、高橋の

半身は激しく畳に打ち付けられる。主審は技ありを宣告し試合を決した。 
 
大将戦。関西医療学園Ａ・山本が右組み、戸髙鉱業社Ａの巨漢、高橋は左組み

のケンカ組み手。序盤、山本はよく動き高橋を翻弄、４０秒に小内刈で効果を

奪う。後半に入り、高橋の反撃が始まり、消極的になった山本に３分３３秒、

指導１。このまま時間経過し引分ければ、戸髙鉱業社Ａの逆転勝かと思われた

残り１２秒、山本は巴投から仰向けの姿勢で高橋の踵を右手で掴み、執念の踵

返しで相手を転がすと、これに効果が与えられ勝負を決す。手に汗握る大将戦

の攻防も、逆転に次ぐ逆転で関西医療学園の初優勝。 
 
戸髙鉱業社Ａ赤迫は、小気味良い動きで払腰、大腰等の大技を駆使して全て

一本勝。新人賞（松本賞）受賞の栄誉に浴す 
 


