
男子第三部 
 
旭化成が「柔能く剛を制す」の言葉通りの柔道で９年ぶり１０回目の優勝 
 
 決勝戦は、軽中量級選手中心ながら、大型選手を翻弄して勝ち進んだ旭化成

と初優勝を目指す大阪刑務所との一戦。 
 
 
［第１回戦］ 
 

三井造船玉野  １  －   ２  日本生命 
 
(先鋒) 小野 未咲 ２段   （指導２）   渡邉 智貴 ３段 
(中堅) 吉岡 秀晃 ２段 ○  内股            山本 庸介 初段 
(大将）岡本 賢門 初段    出足払 ○   長岡 竜二 ２段 
 
 
   十全会 回生病院 A1 －   ①  日経サービス   
 
(先鋒) 西原 克明 ３段  （指導２）    東海 光泰 ２段 
(中堅) 山崎 茂樹 ２段   背負投  ○    藤井 泰貴 ２段 
(大将) 鎮守 直樹 ３段   引分       宮城 和宏 ２段 
 
 
   錦秀会 阪和病院０  －   ３  新日本製鐵 
 
(先鋒) 前田 敦史 ２段   肩固  ○   小野 勇輝 ２段 
(中堅) 大森 信司 ４段   合せ技 ○   小林 真也 ２段 
(大将) 前田 勝年 ３段   横四方固○   岡 一太郎 ２段 
 
 

   九電工Ｂ    ０  －   １  大阪刑務所Ａ  
 
(先鋒) 志垣 将悟 初段   大外刈 ○   鈴木 康太郎３段 
(中堅) 高山 直士 ３段   引分      井手 保宏 ３段 
(大将) 小田口 真也２段   引分      阿部 健太 4 段 
 
 
   関西健康科学専門学校０ －  ２  関西医療学園 D 



 
(先鋒) 長家 大起 初段   引分      北嶌 佑久典２段 
(中堅) 荒木 大将 ３段   内股  ○   和中 悠治 ２段  
(大将) 斉藤 進一 ３段   背負投 ○   御崎 正人 ２段 
 
 
   ミズノ     ０  －   ３  クラレ岡山Ｂ 
 
(先鋒) 阪口 雄司 初段   払腰  ○   渡邉 竜一 ２段 
(中堅) 坂本 栄樹 ３段   袈裟固 ○   渡邉 健太 初段 
(大将) 田中 健次 ３段   袈裟固 ○   伊勢脇 宏貴２段 
 
 
   ひらた整骨院クラブ B１ －  ２  甲南柔友会 
 
(先鋒) 萩原 裕崇 ４段 ○ 不戦勝     富松 陵 ３段 
(中堅) 乾  義昭 ４段   横四方固○   篠原 直 ２段 
(大将) 登里 圭吾 ２段   横四方固○   前原 淳 ３段 
 
 
   神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ０   －  ３  同志社ＷＲＪＣ 
 
(先鋒) 松村 卓也 ２段   払腰  ○   小杉 賢史 ３段 
(中堅) 萩野 雅之 初段   横四方固○   寺居 大志 ４段 
(大将) 高野 重好 ２段   送襟絞 ○   武石 光陽 ３段 
 
 
    日本健康開発  ０   －  ３ 安川電機 
 
(先鋒) 福山 亮  ２段   払腰  ○   花岡 亮  ３段 
(中堅) 高柳 将也 ２段   反則勝 ○   岡田 昭平 ２段 
(大将) 佐多 雅光 ２段  （関節技）○   西森 翔平 初段 
 
 
     



    天﨑講武会  ３   －   ０ 佐賀市役所 
 
(先鋒) 上利 武  ３段 ○ 大外刈     西山 功輔 ２段 
(中堅) 石本 健  ３段   優勢勝     江口 統史 ３段 
(大将) 中崎 和  ３段 ○ 棄権      天野 精治 ３段 
 
 
    徳島刑務所Ｂ １   －   ２ 新日本製鐵八幡 
 
(先鋒) 野口 剛  ３段   袈裟固 ○   池﨑 巧  ２段 
(中堅) 鈴木 翔太 ２段   一本背負投○  松浦 誠  ２段 
(大将) 星野 誠基 ３段  優勢勝     廣瀬 輝馬 ２段 
 
 
    近畿通関   ○   不戦勝   都城自衛隊 
                   （宮崎県口蹄疫禍に伴う出動のため） 
 
    京都医健専門学校 B１ －   ２ 九州電力 
 
(先鋒) 石田 真常 ３段 ○ 大内返     高野 文昭 初段 
(中堅) 伊藤 佑麿 ２段   優勢勝    平川 太一 ２段 
(大将) 渡邉 大希 ３段   横四方固 ○  嶺  直樹 ３段 
 
 
    クラレ岡山Ｂ  １  －   ① 明治東洋医学院専門学校 B 
(先鋒) 馬場 裕己 初段   縦四方固 ○  松本 真弥 ２段 
(中堅) 矢部 雅和 初段   引分      野間田 一人２段 
(大将) 河本 和也 初段  （指導２）   三尾 昭文 ２段 
 
 
    大阪柔整附属専門学院 A０ － ３ 国分自衛隊Ａ 
 
(先鋒) 欅谷 友希 ２段   合せ技  ○  下村 希佑 ３段 
(中堅) 佐々布 祐介４段   払腰   ○  相牟田 豊 ３段 
(大将) 秋山 雄亮 ２段   送足払  ○  相馬 大樹 ３段 
 
 



     ワイエスフード３  －   ０ 関西電力 
 
(先鋒) 望月 竜太 ３段 ○ 内股      石井 昭  ３段 
(中堅) 石丸 慶  ３段 ○ 出足払     山本 祐  ２段 
(大将) 半澤 秀幸 ３段 ○ 合せ技     三宅 義宏 ２段 
 
 
     肥後銀行   ３  －   ０ 日柔整請求サービス 
 
(先鋒) 野中 啓明 ３段 ○ 背負落     神原 裕  ４段 
(中堅) 笠  巳佐男２段 ○ 不戦勝     升田 浩一郎３段 
(大将) 杉山 太介 ２段  優勢勝     左海 雅幸 ２段 
 
 
     大阪柔整附属専門学院 B０ － ３ 関西医療学園 C 
 
(先鋒) 河野 貴則 段外   払腰   ○  松浦 將和 ３段 
(中堅) 大上 功人 初段   袈裟固  ○  山鹿 圭亮 ２段 
(大将) 狭間 久司 初段   合せ技  ○  藤原 有規 初段 
 
 
     道草道場   ０  －   ３  旭化成 
 
(先鋒) 飛田 浩靖 ２段   合せ技  ○  寺居 高志 ３段 
(中堅) 村田 真治 ２段   小内刈  ○  河添 祐  ４段 
(大将) 笹木 好晃 ２段   大外刈  ○  白井 勇輝 ４段 
 
 
     関西医療学園 A３  －   ０  三菱レイヨン大竹 
 
(先鋒) 杉山 尚駿 ２段 ○ 内股透し    杉本 脩  ２段 
(中堅) 高倉 幸一郎２段 ○ 背負投     半田 孝之 ３段 
(大将) 米田 慎太郎３段 ○ 不戦勝     出本 宣弘 ２段 
 
 



     大阪刑務所Ｂ ①   －  １  十全会 回生病院 B 
               代表戦 
 
(先鋒) 黒島 陽樹 ３段    引分      坂田 秀幸 ２段 
(中堅) 岳川 政秀 ３段 ○  棄権      西條 裕喜 ３段 
(大将) 黒川 健  ３段    すくい投 ○  吉田 岳文 ３段 
(代表) 岳川 政秀 ３段 ○  袈裟固     坂田 秀幸 ２段 
 
 
     久留米自衛隊 ０   －  ３  関西大学柔友会 
 
(先鋒) 鎌田 洋介 ２段   （指導２）   福田 龍二 ３段 
(中堅) 佐賀 好晃 ３段    優勢勝    高橋 寛明 ３段 
(大将) 清水 祐志 ４段    払腰   ○  川原 良太 ３段 
 
 
     徳島刑務所Ａ １   －  ０  京都医健専門学校 A 
 
(先鋒) 堀内 真  ５段   （指導２）   ｶﾞﾝﾊﾞﾄｰﾙ･ﾌﾃﾞﾚﾑﾝﾌ初段 
(中堅) 清水 大樹 ３段    引分      角  健太朗３段 
(大将) 中川 浩一 ２段    引分      李  寛浩 初段 
 
 
     九電工Ａ  ２   －   ０  大阪ガス 
 
(先鋒) 石橋 佑哉 ３段 ○  合せ技     中山 幸久 ２段 
(中堅) 湊  拓也 初段    引分      小山 敬上 ２段 
(大将) 中島 大勝 ３段    優勢勝     浅田 道弘 ２段 
 
 
     ダイコロ  ２   －   １  国分自衛隊Ｃ 
 
(先鋒) 平井 泰輔 初段   （指導３）   稲田 広徳 ２段 
(中堅) 辻  昌吾 ２段    小外掛 ○   畑中 力也 ２段 
(大将) 井原 徹也 初段    優勢勝     古賀 大樹 ２段 
 
 



［第２回戦］ 
 
     国分自衛隊Ｂ２   －   ０  日本生命 
 
(先鋒) 中島 伸吾 ３段    引分      渡邉 智貴 ３段 
(中堅) 國分 貴弘 ３段 ○  横四方固    山本 庸介 初段 
(大将) 新村 佑太 ３段 ○  肩固      長岡 竜二 ２段 
 
 
     日経サービス１   －   ①  新日本製鐵 
 
(先鋒) 東海 光泰 ２段   優勢勝     小野 勇輝 ２段 
(中堅) 石崎 太亜帆２段   引分       小林 真也 ２段 
(大将) 宮城 和宏 ２段   優勢勝      岡  一太郎２段 
 
 
     大阪刑務所Ａ２   －   １  関西医療学園Ｄ  
 
(先鋒) 鈴木 康太郎３段 ○ 払腰       北嶌 佑久典２段 
(中堅) 井手 保宏 ３段 ○ 袈裟固      和中 悠治 ２段 
(大将) 阿部 健太 4 段   払腰  ○    中川 翔太 ２段 
 
 
     クラレ岡山Ａ１   －   ２  甲南柔友会 
 
(先鋒) 渡邉 竜一 ２段 ○ 不戦勝      富松 陵  ３段 
(中堅) 渡邉 健太 初段   優勢勝          篠原 直  ２段 
(大将) 伊勢脇 宏貴２段   大内刈 ○    前原 淳  ３段 
 

 

明治東洋医学院専門学校Ａ０－ ３  同志社ＷＲＪＣ 
 
(先鋒) 高畠 裕貴 初段   反則勝  ○   小杉 賢史 ３段 
(中堅) 阪本 大地 ２段   大内刈  ○   寺居 大志 ４段 
(大将) 小宮山彰人 ４段   合せ技  ○   武石 光陽 ３段 
 



     安川電機  ２   －   ０  天崎講武会 
 
(先鋒) 花岡 亮  ３段 ○  大内刈     上利 武  ３段 
(中堅) 岡田 昭平 ２段 ○  袈裟固     石本 健  ３段 
(大将) 西森 翔平 初段    引分      中崎 和  ３段 
 
 
     関西医療学園Ｂ３  －   ０  新日本製鐵八幡Ａ 
 
(先鋒) 山脇 博則 ２段   （指導３）   池崎 巧  ２段 
(中堅) 小野 翔太 ２段   （指導３）   松浦 誠  ２段 
(大将) 湖城 達則 ３段 ○  上四方固        廣瀬 輝馬 ３段 
 
 
     近畿通関   ２  －   １  九州電力 
 
(先鋒) 土井 隆司 ３段 ○   払腰     高野 文昭 初段  
(中堅) 平野 太  ４段 ○   背負投    平川 太一 ２段 
(大将) 吉田 憲生 ４段     優勢勝     嶺  直樹 ３段 

 
 
     広島拘置所  ３  －   ０  明治東洋医学院専門学校Ｂ 
 
(先鋒) 玄場 光  ２段    優勢勝    松本 真弥 ２段 
(中堅) 武田 大吾 ３段 ○   腕挫十字固   野間田 一人２段  
(大将) 丸山 稔弘 ２段 ○   合せ技    三尾 昭文 ２段 
 
 
     国分自衛隊Ａ ２  －   １  ワイエスフード 
 
(先鋒) 下村 希佑 ３段 ○   合せ技    望月 竜太 ３段 
(中堅) 相牟田 豊 ３段     優勢勝   石丸 慶  ３段 
(大将) 相馬 大樹 ３段    優勢勝    半澤 秀幸 ３段 
 
 
    ほのぼの会   ０  －   ２  肥後銀行 
 
(先鋒) 奥村 洋輔 ２段     （指導２）   野中 啓明 ３段 
(中堅) 藤本 佳伸 ３段      引分    笠  巳佐男３段 



(大将) 宮﨑 大三 ３段      優勢勝  杉山 大介 ２段 
 
 
    関西医療学園Ｃ ０  －   ３  旭化成 
 
 
(先鋒) 清水 力也 初段   優勢勝    寺居 高志  
(中堅) 山鹿 圭亮 ２段   腕挫十字固○  川添 祐 
(大将) 藤原 有規 初段   大外刈  ○  白井 勇輝 
 
 
     ひらた整骨院クラブ A０－  ３  関西医療学園Ａ 
 
(先鋒) 佐無田 亮 ３段   背負投  ○  杉本 尚駿 ２段 
(中堅) 室  王貴 ４段   背負投  ○  高倉 幸一郎２段 
(大将) 堀  和雄 ４段   内股   ○  米田 慎太郎３段 
 
 
     大阪刑務所Ｂ １   －  ２  関西大学柔友会 
 
(先鋒) 黒島 陽樹 ３段   優勢勝     下川 真幸 ３段 
(中堅) 岳川 政秀 ３段  （指導２）    高橋 寛明 ３段 
(大将) 黒川 健  ３段   小外掛  ○   川原 良太 ３段 
 
 
    新日本製鐵八幡 B１   －  ①  徳島刑務所Ａ 
 
(先鋒) 帆高 洋平 ３段    反則勝    堀内 真  ５段 
(中堅) 中塚 信也 ２段    引分     清水 大樹 ３段 
(大将) 岩崎 優弥 ２段    優勢勝    中川 浩一 ２段 
 
 
    九電工Ａ    ①   －  １  ダイコロ 
 
(先鋒) 石橋 佑哉 ３段    優勢勝    平井 泰輔 初段 
(中堅) 湊  拓也 初段   （指導２）    辻  昌吾 ２段 
(大将) 中島 大勝 ３段    引分      井原 徹也 初段 
 
［第３回戦］ 



 
    国分自衛隊Ｂ  ０   －  １  新日本製鐵 
 
(先鋒) 中島 伸吾 ３段    内股  ○   小野 勇輝 ２段 
(中堅) 國分 貴弘 ３段    引分      小林 真也 ２段 
(大将) 新村 佑太 ３段    引分      岡  一太郎２段 
 
 
    大阪刑務所Ａ  ２   －  １  甲南柔友会 
 
(先鋒) 鈴木 康太郎３段 ○ 不戦勝      富松 陵  ３段 
(中堅) 井手 保宏 ３段 ○ 横四方固○    篠原 直  ２段 
(大将) 阿部 健太 4 段   大外返 ○     前原 淳  ３段 
 
 
    同志社ＷＲＪＣ １   －  ２  安川電機 
 
(先鋒) 小杉 賢史 ３段   大内刈 ○    花岡 亮  ３段 
(中堅) 寺居 大志 ４段   出足払 ○    岡田 昭平 ２段 
(大将) 武石 光陽 ３段 ○ 内股       西森 翔平 初段 
 
 
    関西医療学園Ｂ ０   －  １  近畿通関 
 
(先鋒) 山脇 博則 ２段   引分       土井 隆司 ３段 
(中堅) 小野 翔太 ２段   引分       平野 太  ４段 
(大将) 湖城 達則 初段   払腰  ○    吉田 憲生 ４段 
 
 
    広島拘置所   ２   －  １  国分自衛隊Ａ 
 
(先鋒) 玄場 光  ２段   内股  ○    下村 希佑 ３段 
(中堅) 武田 大吾 ３段  優勢勝      相牟田 豊 ３段 
(大将) 丸山 稔弘 ２段 ○ 大外刈      相馬 大樹 ３段 
 
 
    肥後銀行    ０   －  ３  旭化成 
 
(先鋒) 野中 啓明 ３段   優勢勝     寺居 高志 ３段 



(中堅) 笠  巳佐男３段   反則勝  ○   川添 祐  ４段 
(大将) 杉山 大介 ２段   大外刈  ○   白井 勇輝 ３段 
 
 
   関西医療学園Ａ  ０   －  １  関西大学柔友会 
 
(先鋒) 杉本 尚駿 ２段   引分       福田 龍二 ３段 
(中堅) 高倉 幸一郎２段   優勢勝     高橋 寛明 ３段 
(大将) 米田 慎太郎３段   引分       川原 良太 ３段 
 
 
   徳島刑務所Ａ   ２   －  １  九電工Ａ 
 
(先鋒) 堀内 真  ５段 ○ 合せ技      石橋 佑哉 ３段   
(中堅) 清水 大樹 ３段 ○ 内股       湊  拓也 初段 
(大将) 中川 浩一 ２段   合せ技  ○   中島 大勝 ３ 
 
 
［第４回戦］ 
 
   新日本製鐵    ０   －  １  大阪刑務所Ａ 
 
(先鋒) 小野 勇輝 ２段   優勢勝     鈴木 康太郎３段 
(中堅) 小林 真也 ２段   引分       井手 保宏 ３段 
(大将) 岡  一太郎２段   引分       阿部 健太 4 段 
 
 
    安川電機   ０   －   ３  近畿通関 
 
(先鋒) 花岡 亮  ３段   反則勝 ○    土井 隆司 ３段 
(中堅) 岡田 昭平 ２段   背負投 ○    平野 太  ４段 
(大将) 西森 翔平 初段   大内刈 ○    吉田 憲生 ４段 
 
 



    広島拘置所  １   －   ２  旭化成 
 
(先鋒) 大森 智  ３段   優勢勝     寺居 高志 ３段 
(中堅) 武田 大吾 ３段 ○ 小外掛      川添 祐  ４段       
(大将) 丸山 稔弘 ２段   片羽絞 ○    白井 勇輝 ３段 
 
 
    関西大学柔友会２   －   ０  徳島刑務所Ａ   
 
(先鋒) 福田 龍二 ３段   引分       堀内 真  ５段 
(中堅) 高橋 寛明 ３段   優勢勝       清水 大樹 ３段   
(大将) 川原 良太 ３段 ○ 出足払      中川 浩一 ２段 
 
 
［準決勝戦第１試合］ 
 

 大阪刑務所Ａ ２   －   ０  近畿通関 
  
(先鋒) 鈴木 康太郎３段  ○ 反則勝     土井 隆司 ３段 
(中堅) 井手 保宏 ３段  ○ 大外刈     原口 徳嗣 ２段 

(大将) 阿部 健太  ４段    引分      吉田 憲生 ４段 
 
 
［準決勝戦第２試合］ 
 
中・軽量級の選手で構成した旭化成は、ここまで失点１で破竹の進軍を続け、 

大型選手中心の関西大学柔友会と決勝戦進出を賭けて対戦した。 
関西大学柔友会は、関西医療学園Ａや徳島刑務所Ａの並み居る強豪を下しての

初のベスト４進出。 
 
    旭化成     ３   －   ０ 関西大学柔友会 
 
(先鋒) 寺居 高志 ３段   優勢勝        下川 真幸 ２段 
(中堅) 齋藤 涼  ３段  ○ 崩袈裟固    高橋 寛明 ３段 
(大将) 白井 勇輝 ４段   優勢勝         川原 良太 ３段 
 
先鋒戦。右組み同士の両者、互いの組手争いが続くが、６６ｋｇの旭化成寺居

の手数が勝り、守勢に回った関西大学柔友会の下川に１分過ぎに指導１。 
２分４７秒には、寺居が得意の大内刈で技ありを奪い、旭化成が先制する。 



 
中堅戦。続く中堅戦も、旭化成の新人齋藤が落ち着いた柔道を見せて、関西大

学柔友会高橋に三角絞から入って、最後は崩袈裟固で仕留める。１分３秒ブザ

ー。旭化成、早々と決勝戦進出を決める。 
 
大将戦。７３ｋｇ級の旭化成白井が１３０ｋｇの関西大学柔友会の河原を翻弄

し、５４秒右背負投技あり、１分１５秒に右体落で有効を奪い圧倒する。 
軽量級で固めた旭化成が柔能く剛を制する柔道を見せ全勝で準決勝戦を通過す

る。 
 
 
［決勝戦］ 
 
決勝戦は、尻上がりに調子を上げて来た大阪刑務所Ａが、中・軽量中心選手

ながら強化選手を揃え、他を圧倒する強さで勝ち進んで来た旭化成に挑む構図。 
 

     大阪刑務所Ａ ０   －   ２  旭化成 
   
(先鋒) 鈴木 康太郎３段    引分       寺居 高志 ３段 
(中堅) 井手 保宏 ３段    崩上四方固 ○  齋藤 涼  ３段 

(大将) 阿部 健太 4 段        腕がらみ   ○  白井 勇輝 ４段 
 
先鋒戦。序盤、体重差２４ｋｇをものともせず、旭化成寺居は右でがっちり組

み合う。技の出なくなった１分３７秒、共に指導１を受ける。その後は組み手

争いが始まり２分３０秒両者指導２。その後も両者決め手を欠いて引分。 
 
中堅戦。７３ｋｇ級の旭化成齋藤は、１１０ｋｇの大阪刑務所Ａ井出に臆せず

対峙し、開始１０秒、井出が自ら仕掛けた内股が潰れ、伏せたところを後三角

絞で攻めながら、裏返しにしてそのままの姿勢で崩上四方固に押え込む。開始

５２秒で一本勝。 
 
大将戦。試合開始と同時に大阪刑務所Ａ阿部の懐からタバコが落下。審判協議

の結果、試合続行となる。 
試合は７３ｋｇ級の白井が９０ｋｇ級の阿部を堂々組んで押し気味に進める。

そして１分７秒、白井が片襟から低い右背負投で技ありを奪う。その後、上に

乗って阿部の左腕を取り、腕がらみで攻めると、１分１８秒阿部は堪らず白井

の背中を激しく叩く。白井、鮮やかな関節技の冴えを見せ、旭化成の９年ぶり

１０度目の第３部優勝に花を添える。 
 


