
総理大臣杯争奪「第４８回西日本実業柔道団体対抗大会」 
対戦記録と戦評 
 
女子の部 
 
［第１回戦］ 
 

昨年優勝の近大クラブを２回戦で１対０の僅差で降して決勝戦に勝ち上がっ

た一昨年優勝のワイエスフードと、これまた初戦の道草道場、２回戦の龍谷ク

ラブを１対１の内容勝ちという際どい戦いで決勝戦に初進出した、ひらた整骨

院クラブとの決勝戦。 
 
 
    ワイエスフード ２   －   １  日本統合ﾒﾃﾞｨｶﾙ学院 
 
（先鋒）藤原 知代 ３段  ○ 合せ技    上原 郁美 ２段   
（中堅）久保 美聡 初段    引分     大呂 佳代 ２段 
（大将）手島 桂子 ３段  ○ 合せ技    藤猪 みち代２段 
 
 
    立命館柔道ｸﾗﾌﾞ １    －   ２  錦秀会阪和病院 
 
（先鋒）奥田 朋子 ３段    横四方固   森山 由香  ２段   
（中堅）小野 裕美 ２段    引分      中田 裕子  ２段  
（大将）            不戦勝  ○  神野 恵  ２段 
 
 

 日柔整請求ｻｰﾋﾞｽ Ａ    －   ２ 京都医健専門学校 
 
(先鋒)永井 菜穂子２段     体落   ○ 長井 万理恵 初段 
(中堅)伊副 涼子 ３段  ○  腕挫十字固  小寺 さなみ 初段   
(大将)             不戦勝  ○ 田川 あゆみ 
    
 
 
 



 十全会回生病院  １    －    ① 日本ｴｰｽｻﾎﾟｰﾄ 
     
（先鋒）平野 真葉 ３段    引分     平岡 由紀 ２段     
（中堅）萩原 美和子２段    優勢勝    武田 三友紀２段  
（大将）清原 祥子 ２段    優勢勝     中井 由佳 ２段  
 
 
    日柔整請求ｻｰﾋﾞｽＢ１    －   ２ 肥後銀行 
               （代表戦） 
 
（先鋒）佐野 史枝 ２段    体落  ○  山本 舞  ２段 
（中堅）松原 由季 ２段  ○ 不戦勝        
（大将）辻本 温子 ２段    引分     米村 幸矢加３段 
（代表）松原 由季 ２段    背負投    米村 幸矢加３段 
 
 
    ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞ ①    －   １  道草道場 
 
（先鋒）片山 夕紀 ２段    引分     竹内 あい ２段 
（中堅）野村 康代 ２段  ○ 合せ技    比南原まい 初段 
（大将）米山 正子 ３段    優勢勝   山本 美華 初段 
 
 
    関西医療学園   ０    －  ２ 龍谷ｸﾗﾌﾞ 
 
（先鋒）藤木 彩香 初段    引分     坂崎 麻美 ２段 
（中堅）榎本 麻衣 初段    合せ技  ○ 廣吉 美樹 ３段 
（大将）條谷 渚  初段    払腰   ○ 高木 真寿美３段 
 
 
［第２回戦］ 
 
    近大ｸﾗﾌﾞ     ０    －  １ ワイエスフード 
 
（先鋒）天野 久光子初段    引分     藤原 知代 ３段   
（中堅）的場 由貴 ２段    優勢勝     久保 美聡 初段 



（大将）石森 敦子 ２段    引分     手島 桂子 ３段  
 
    錦秀会阪和病院 ２   －   １  京都医健専門学校 
 
（先鋒）森山 由香 ２段    引分     長井 万里恵初段     
（中堅）中田 裕子 ２段   優勢勝    小寺 みなみ初段 
（大将）神野 恵  ２段    優勢勝    田川 あゆみ２段 
 
 
    日本ｴｰｽｻﾎﾟｰﾄ  ２   －   １  肥後銀行 
 
（先鋒）平岡 由紀 ２段     優勢勝      山本 舞  ２段       
（中堅）武田 三友紀２段  ○  不戦勝    
（大将）中井 由佳 ２段    優勢勝    米村 幸矢加３段 
 
 
    ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞ①   －   １  龍谷ｸﾗﾌﾞ 
 
（先鋒）片山 夕紀 ２段  ○  払腰     坂崎 麻美 ２段   
（中堅）武田 三友紀２段     引分     廣吉 美樹 ３段 
（大将）米山 正子 ３段     優勢勝      高木 真寿美３段 
 
 
［準決勝戦第１試合］ 
 

ワイエスフード ３   －   ０  錦秀会阪和病院 
  
（先鋒）藤原 知代 ３段 ○ 横四方固   森山 由香  ２段   
（中堅）久保 美聡 初段   優勢勝    中田 裕子  ２段  
（大将）手島 桂子 ３段 ○ 合せ技    神野 恵  ２段 
 
 
［準決勝第２試合］ 
 

日本ｴｰｽｻﾎﾟｰﾄ  ０   －   ２  ひらた整骨院クラブ 
  



（先鋒）平岡 由紀 ２段   優勢勝   片山 夕紀 ２段    
（中堅）武田 三友紀２段   引分     野村 康代 ２段 
（大将）中井 由佳 ２段  （指導１）  米山 正子 ３段 
 
 
 
［決勝戦］ 
 
昨年優勝の近大クラブを２回戦で１－０の僅差で降して、決勝戦に勝ち上がっ

た一昨年の優勝チームのワイエスフードと、これまた初戦の道草道場、２回戦

の龍谷クラブを１－１の内容勝ちという際どい戦いで決勝戦に初進出した、ひ

らた整骨院クラブとの決勝戦。 
 
先鋒戦。共に右組み。試合は、ワイエスフード藤原の低い右背負投が潰れ、伏

せたところをひらた整骨院クラブ片山が寝技で攻める展開で試合が進む。中盤

以降は、逆に藤原が寝技で攻めるも時間となり、引分ける。 
 
中堅戦。共に右組みながら、ワイエスフード久保が組み手争いをリードし、低

い右背負投で攻める。ひらた整骨院クラブ野村は、やや攻めあぐむ。ところが、

１分１３秒、久保に袖口注意が与えられる。リードを許した久保は、背負投、

肩車で猛攻を重ねるが、野村難なくこれを捌き、ひらた整骨院クラブが先制。 
 
大将戦。ワイエスフード手島は、開始早々、左背負投が潰れて、畳に伏せた津

野を執拗に寝技で攻め続け、遂に４４秒津野を裏返し、横四方固で２５秒間押

え込む。ワイエスフード、逆転で２年ぶり２度目の優勝。 
 
２年ぶりに出場したワイエスフードが、元ミキハウスの手島、藤原の活躍でＶ

２達成。みどり児を抱いて会場入りしたバーミンガム世界選手権 63ｋｇ級チャ

ンピオンの手島（旧姓前田）は、チーム優勝の立役者となる獅子奮迅の大活躍

で、岡林賞を受賞。「母の日」（５月１１日）のヒロインは、やはりママ。手島、

母でも強し。 
 
 
    ワイエスフード ①   －   １  ひらた整骨院クラブ 
 
（先鋒）藤原 知代 ３段   引分     片山 夕紀 ２段   



（中堅）久保 美聡 初段  （指導１）   野村 康代 ２段  
（大将）手島 桂子 ３段 ○ 横四方固   津野 晴美 ２段 


