
内閣総理大臣杯争奪 第52回西日本実業柔道団体対抗大会

1 ②

（先鋒） 池田　陸 ２段 指導２ ② 野中　啓明 ３段
（中堅） 元吉　司 ２段 合せ技 ○ 笠　巳佐男 ３段
（大将） 柴原　大樹 ２段 ○ 片羽絞 堤　幸司 ２段

③ 0

（先鋒） 渡邉　竜一 ２段 ○ 内股 稲富　淳一郎 初段
（中堅） 白神　哲治 初段 ○ 背負投 堤　健一 段外
（大将） 中嶋　正光 初段 ① 指導３ 古田　智史 初段

1 ②

（先鋒） 森　友和 ３段 ○ 崩上四方固 武井　亮祐 ３段
（中堅） 藤原　一人 ３段 横四方固 ○ 武石　光陽 ３段
（大将） 中迫　裕治 ３段 指導２ ② 小笠　浩史 ４段

① 代 1

（先鋒） 堀　和雄 ４段 ○ 崩袈裟固 天野　精治 ４段
（中堅） 津堅門　守 ２段 裸絞 ○ 西山　功輔 ２段
（大将） 倉光　徳史 ３段 引分 江口　統史 ２段
（代表） 堀　和雄 ４段 ② 優勢勝 天野　精治 ４段

① 0

（先鋒） 鎮守　直樹 ３段 ○ 払巻込 岩田　浩樹 ３段
（中堅） 米田　義弘 初段 引分 門脇　正将 ４段
（大将） 西原　克明 ３段 引分 岡田　昌也 ２段

1 ②

（先鋒） 飯島　大貴 ２段 優勢勝 ② 岩永　直樹 初段
（中堅） 藤本　太陽 ４段 ① 優勢勝 森内　良太 ２段
（大将） 犬塚　圭一郎 ２段 指導２ ② 内川　裕介 ４段

③ 0

（先鋒） 黒木　秀樹 ４段 ○ 合せ技 寺居　大志 ４段
（中堅） 梅野　武文 ４段 ○ 上四方固 金刺　廣長 ３段
（大将） 田中　雄平 ４段 ○ 小外掛 和泉　成彦 ３段

佐賀市役所

関西健康科学専門学校Ｂ 肥後銀行

男子第３部

第１回戦

濱田重工

判定　　　　　　 ●

高松刑務所 同志社ＷＲＪＣ Ｂ

クラレ岡山Ｂ

※　　勝敗の表示について
便宜上、勝敗の表示は以下の記号といたしています。

一本勝　 　　　　○
技あり　指導３　 ①
有効　　指導２ 　②

十全会 回生病院Ａ 天﨑講武会

関西学院柔道ｸﾗﾌﾞＡ 長崎光仁会病院Ｂ

長崎刑務所 同志社ＷＲＪＣ Ａ

ひらた整骨院クラブB

対戦成績



③ 0

（先鋒） 山岡　翔一 ３段 ○ 背負投 畠　浩貴 ２段
（中堅） 松下　翔一 ３段 ○ 大内刈 舟橋　聖一 ２段
（大将） 徳冨　航 ３段 ○ 安村　歩 ２段

0 ②

（先鋒） 佐無田　亮 ３段 背負投 ○ 佐藤　翔平 ２段
（中堅） 室　王貴 ４段 小外刈 ○ 細田　真史 ３段
（大将） 水谷　信吾 ３段 引分 崎村　栄一郎 ２段

0 ③

（先鋒） 圓岡　佑京 ２段 袈裟固 ○ 石橋　佑哉 ３段
（中堅） 石倉　風友人 ２段 払巻込 ○ 篠原　渉 ３段
（大将） 安田　直矢 初段 体落 ○ 湊　拓也 初段

① 1

（先鋒） 東本　旬平 ３段 引分 小畑　悠大 ３段
（中堅） 大山　雅人 ３段 優勢勝 ② 吉田　岳文 ３段
（大将） 鈴木　明大 ３段 ○ 大内刈 坂田　秀幸 ２段

0 不戦勝 ③

（先鋒） 平岡　達也 ２段 ○ 清水　翔斗 初段
（中堅） 飯塚　芳仁 初段 ○ 山鹿　圭亮 ２段
（大将） 田中　寿幸 ３段 ○ 水野　翔太 ２段

0 ③

（先鋒） 山口　裕哉 ２段 横四方固 ○ 松田　旭弘 ２段
（中堅） 西山　亮司 初段 合せ技 ○ 笹木　好晃 ２段
（大将） 萩野　雅之 初段 背負投 ○ 村田　真治 ２段

山口刑務所 国分自衛隊Ｂ

ひらた整骨院ｸﾗﾌﾞＡ 戸髙鉱業社

関西健康科学専門学校Ａ 九電工Ｂ

不戦勝

関西医療学園Ａ

龍谷クラブ 十全会 回生病院Ｂ

神鋼環境ソリューション 道草道場

山陽セフティ



③ 0

（先鋒） 森　貴顕 ３段 ○ 背負投 中正　裕規 ３段
（中堅） 中島　大勝 ３段 ○ 大内刈 山本　祐 ２段
（大将） 波多江　純平 ３段 ○ 背負投 石井　昭 ３段

② 0

（先鋒） 相牟田　豊 ３段 引分 野中　啓明 ３段
（中堅） 阿部　利一 ３段 ○ 肩固 笠　巳佐男 ３段
（大将） 新村　裕太 ３段 ○ 肩固 堤　幸司 ２段

② 0

（先鋒） 田上　耕平 ３段 ○ 内股すかし 渡邉　竜一 ２段
（中堅） 望月　竜太 ３段 引分 白神　哲治 初段
（大将） 半田　竜也 ３段 ○ 送足払 中嶋　正光 初段

1 ②

（先鋒） 森田　真司 ２段 ○ 大外刈 武井　亮祐 ３段
（中堅） 久保田　寛司 ２段 合せ技 ○ 武石　光陽 ３段
（大将） 梶原　優輔 ２段 横四方固 ○ 小笠　浩史 ４段

② 0

（先鋒） 北嶌　佑久典 ２段 ② 優勢勝 西　麟太朗 初段
（中堅） 前原　信義 初段 引分 中野　航希 初段
（大将） 堀筋　裕平 ３段 ○ 裏投 藤田　奨平 ２段

1 ②

（先鋒） 齋藤　俊 ２段 反則 ○ 堀　和雄 ４段
（中堅） 能住　健一 初段 ○ 小内刈 津堅門　守 ２段
（大将） 岡谷　亮宏 ２段 背負投 ○ 倉光　徳史 ３段

0 ③

（先鋒） 本郷　力正 ２段 払巻込 ○ 鎮守　直樹 ３段
（中堅） 三好　顕士 ２段 合せ技 ○ 米田　義弘 初段
（大将） 不戦勝 ○ 西原　克明 ３段

0 ③

（先鋒） 大谷　健三 ２段 小外掛 ○ 岩永　直樹 初段
（中堅） 喜多　康之 ６段 横四方固 ○ 春尾　竜伍 ２段
（大将） 谷村　欣也 ２段 縦四方固 ○ 内川　裕介 ４段

クラレ岡山Ｂワイエスフード

十全会 回生病院Ａ

第２回戦

九電工Ａ

国分自衛隊Ａ 肥後銀行

関西医療学園Ｂ 長翔学園

関西電力

京都医健専門学校Ａ 同志社ＷＲＪＣ Ｂ

長崎光仁会病院Ｂ

錦秀会 阪和病院

大阪ガス

京阪電鉄 ひらた整骨院クラブB



③ 0

（先鋒） 脇内　健太 ３段 ○ 上四方固 熊本　俊太 ３段
（中堅） 森　健彰 ３段 ○ 裏投 竹田　祐太 ３段
（大将） 本村　健太 ４段 ○ 裏投 稲　勇気 ３段

0 ①

（先鋒） 窪田　拓耶 ３段 引分 黒木　秀樹 ４段
（中堅） 大西　勇太 ２段 払腰 ○ 梅野　武文 ４段
（大将） 三浦　翔平 ３段 引分 田中 雄平 ４段

1 ②

（先鋒） 赤坂　亨 ２段 ○ 横四方固 山岡 翔一 ３段
（中堅） 埇田　和哉 ２段 内股 ○ 松下 翔一 ３段
（大将） 下川　良太 ３段 大外刈 ○ 徳冨 航 ３段

1 ②

（先鋒） 瀧花　大志 ２段 ② 優勢勝 佐藤 翔平 ２段
（中堅） 八木　克敏 ２段 小外刈 ○ 細田 真史 ３段
（大将） 河上　正義 初段 横四方固 ○ 崎村 栄一郎 ２段

1 代 ①

（先鋒） 山根　睦巳 初段 引分 石橋 佑哉 ３段
（中堅） 料治　俊宏 初段 内股 ○ 篠原 渉 ３段
（大将） 岸本　知也 ２段 ○ 反則 湊 拓也 初段
（代表） 山根　睦巳 初段 払腰 ○ 篠原 渉 ３段

0 ②

（先鋒） 馬場　裕己 初段 合せ技 ○ 東本 旬平 ３段
（中堅） 城戸　勇太 初段 引分 大山 雅人 ３段
（大将） 渡邉　健太 初段 袈裟固 ○ 鈴木 明大 ３段

1 代 ①

（先鋒） 平野　太 ４段 ○ 内股 清水 翔斗 初段
（中堅） 吉田　憲生 ４段 引分 山鹿 圭亮 ２段
（大将） 竹村　英智 ４段 大内刈 ○ 水野 翔太 ２段
（代表） 平野　太 ４段 優勢勝 ② 山鹿 圭亮 ２段

① 0
（先鋒） 萬代　一樹 ２段 ○ 大外刈 松田 旭弘 ２段
（中堅） 渡邉　智貴 ３段 引分 笹木 好晃 ２段
（大将） 井上　雄喜 ２段 引分 村田 真治 ２段

日本生命 道草道場

近畿通関

クラレ岡山Ａ

関西学院柔道ｸﾗﾌﾞＢ 山口刑務所

日本エースサポート 長崎刑務所

長崎光仁会病院Ａ 大阪綜合警備

京都医健専門学校Ｂ 戸髙鉱業社

三井造船玉野 九電工Ｂ

龍谷クラブ

関西医療学園Ａ



② 0

（先鋒） 森　貴顕 ３段 引分 相牟田 豊 ３段
（中堅） 中島　大勝 ３段 ○ 小外掛 阿部 利一 ３段
（大将） 波多江　純平 ３段 ○ 合せ技 新村 裕太 ３段

② 1

（先鋒） 田上　耕平 ３段 ○ 送足払 武井 亮祐 ３段
（中堅） 望月　竜太 ３段 ○ 内股 武石 光陽 ３段
（大将） 半田　竜也 ３段 合せ技 ○ 小笠 浩史 ４段

③ 0

（先鋒） 北嶌　佑久典 ２段 ○ 大内刈 堀 和雄 ４段
（中堅） 前原　信義 初段 ○ 不戦勝
（大将） 堀筋　裕平 ３段 ○ 裏投 倉光 徳史 ３段

① 1

（先鋒） 鎮守　直樹 ３段 ○ 払巻込 岩永 直樹 初段
（中堅） 米田　義弘 初段 優勢勝 ① 春尾 竜伍 ２段
（大将） 西原　克明 ３段 引分 内川 裕介 ４段

0 ②

（先鋒） 脇内　健太 ３段 引分 黒木 秀樹 ４段
（中堅） 髙木　悠希 ３段 すかし技 ○ 梅野 武文 ４段
（大将） 本村　健太 ４段 小外刈 ○ 田中 雄平 ４段

② 1

（先鋒） 山岡　翔一 ３段 優勢勝 ② 佐藤 翔平 ２段
（中堅） 松下　翔一 ３段 ② 優勢勝 細田 真史 ３段
（大将） 徳冨　航 ３段 ① 優勢勝 崎村 栄一郎 ２段

1 ②

（先鋒） 石橋　佑哉 ３段 背負投 ○ 東本 旬平 ３段
（中堅） 篠原　渉 ３段 ○ 大腰 大山 雅人 ３段
（大将） 湊　拓也 初段 足払 ○ 鈴木 明大 ３段

② 1

（先鋒） 清水　翔斗 初段 大外刈 ○ 萬代 一樹 ２段
（中堅） 山鹿　圭亮 ２段 ○ 腕挫十字固 小川 哲生 ３段
（大将） 水野　翔太 ２段 ○ 上四方固 井上 雄喜 ２段

関西医療学園Ａ 日本生命

第３回戦

長崎刑務所

国分自衛隊Ａ

長崎光仁会病院Ａ

戸髙鉱業社山口刑務所

九電工Ａ

長崎光仁会病院Ｂ

ワイエスフード 同志社ＷＲＪＣ Ｂ

関西医療学園Ｂ ひらた整骨院クラブB

龍谷クラブ

十全会 回生病院Ａ

九電工Ｂ



② 0

（先鋒） 森　貴顕 ３段 引分 田上 耕平 ３段
（中堅） 中島　大勝 ３段 ○ 棄権 望月 竜太 ３段
（大将） 波多江　純平 ３段 ○ 背負投 半田 竜也 ３段

0 ③

（先鋒） 北嶌　佑久典 ２段 払巻込 ○ 鎮守 直樹 ３段
（中堅） 前原　信義 初段 内股 ○ 米田 義弘 初段
（大将） 堀筋　裕平 ３段 払腰 ○ 西原 克明 ３段

① 0

（先鋒） 黒木　秀樹 ４段 ○ 大外刈 山岡 翔一 ３段
（中堅） 梅野　武文 ４段 引分 松下 翔一 ３段
（大将） 田中　雄平 ４段 引分 徳冨 航 ３段

0 ①

（先鋒） 東本　旬平 ３段 引分 清水 翔斗 初段
（中堅） 大山　雅人 ３段 優勢勝 ② 山鹿 圭亮 ２段
（大将） 鈴木　明大 ３段 引分 水野 翔太 ２段

② 0

（先鋒） 森　貴顕 ３段 ② 指導② 鎮守 直樹 ３段
（中堅） 中島　大勝 ３段 引分 米田 義弘 初段
（大将） 波多江　純平 ３段 ○ 横四方固 西原 克明 ３段

③ 0

（先鋒） 黒木　秀樹 ４段 ○ 縦四方固 清水 翔斗 初段
（中堅） 梅野　武文 ４段 ○ 袈裟固 山鹿 圭亮 ２段
（大将） 田中　雄平 ４段 ○ 体落 水野 翔太 ２段

第４回戦

関西医療学園Ａ

十全会 回生病院Ａ

長崎刑務所

準決勝戦第２試合

準決勝戦第１試合

山口刑務所長崎刑務所

九電工Ａ

龍谷クラブ 関西医療学園Ａ

九電工Ａ

十全会 回生病院Ａ

ワイエスフード

関西医療学園Ｂ



① 0

（先鋒） 森　貴顕 ３段 引分 黒木 秀樹 ４段
（中堅） 中島　大勝 ３段 ② 指導② 梅野 武文 ４段
（大将） 波多江　純平 ３段 引分 田中 雄平 ４段

決勝戦は、共に無失点で勝ち進んだ九州勢同士の対戦となった。九電工
Ａは出場４年目。２回戦からは奇しくも九州勢との対戦が続き、国分自
衛隊Ａ、ワイエスフード、十全会回生病院Ａの強豪を次々に撃破して決
勝戦に進出。対する初出場の長崎刑務所は、日本エースサポート、長崎
光仁病院、山口刑務所、関西医療学園Ａ、数多の優勝候補を退けて九電
工Ａに挑む。

先鋒戦。
九電工Ａ森は左、長崎刑務所黒木は右のケンカ組手。序盤は引手争いが
続くも、森は不十分な組手から右一本背負投、左内股で果敢な攻撃を続
ける。攻めの無い黒木に１分１秒、指導１。その後黒木が積極的に前に
出る。１分４１秒に引手の攻防の中で袖口を握り続けた森が指導１を受
ける。その後は森が右一本背負投、左背負投、左内股、黒木は右内股で
攻め合う。森の手数がやや優るものの、共に効果無く引分ける。

中堅戦。
九電工Ａ中島右組み、長崎刑務所梅野左組み、よく似た体形の両者の中
堅戦。共に決め手を欠く中、中島は不十分な組手のまま激しく動き、翻
弄された梅野は守勢を余儀なくされ、１分２０秒に指導１を受ける。そ
の後は梅野も攻撃態勢に入るが、中盤、中島は組み際の体勢が整うまで
の梅野を引きずり回し、不本意のまま防御姿勢になった梅野に２分３２
秒、指導２。終盤に入ると、リードを許した梅野が右一本背負投、左内
股で反攻を続け、思わず偽装攻撃を犯した中島に３分２３秒、指導１。
しかし、梅野の反撃もここまで。九電工Ａがリードを奪う。

大将戦。
左組手の両者、十分組み合わない九電工Ａの波多江は１分４秒に指導１
を受ける。その後は互いに組手不十分な体勢のまま背負投、払腰等を放
つがポイントを奪えず時が進み、４分が終了。この瞬間、昨年第３位の
九電工Ａの念願の初優勝が決す。

九電工Ａ 長崎刑務所

決勝戦


