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関西合気道競技大会のあゆみ

(NPO)昭道館合気道連盟　会長　成山哲郎

◆はじめに

本大会は昭和 51年に第 1回大会を開催して以来、今年で 47回目を迎えます。この間、合気道競

技の導きの太陽であられた富木謙治師範と高弟の大庭英雄師範との永別がありました。しかし多く

の方々のお力を得て、本日この大会に皆様と参会できることに深い感謝の念を抱くものであります。

両師範の遺徳を偲び、合気道競技の更なる発展を目指さねばなりません。

私は富木師範との出会いから先生の終生に及ぶ温かいご指導によって、先生の合気道の近代化の

お手伝いをすることになり、その普及発展を自分の生涯の道として歩むことになりました。それは

牛の歩みのようでしかないかも知れませんが、わずかな前進でも、それを継続することによって、

近年では国際的にも国内的にも、我々の合気道の環が年々大きくなってきたことを実感しておりま

す。

◆昭和 51年発表会としてスタートした大会

当初、傘下少年部と成人部会員の「発表会」であった本大会も、第 6回（昭和 56年）より前年度

までの学生紅白戦を「学生乱取新人戦の部」とし、次いで第 16回（平成 3年）からは関西学生合気

道新人競技大会として他日開催されることになりました。また「少年部」は関西青少年合気道競技

大会（平成 15年より他日開催）として開催され、今日では三本立てで開催されるようになっており

ます。また、本大会はその舞台も本部道場より今福武道館を経てここ阿倍野スポーツセンターに移

り、女子乱取紅白戦を経て「女子乱取個人の部」が生まれ、少しずつの拡大、充実、発展にも喜び

を感じております。

全国から選手が集まる場に成長した大会の競技種目の背景をここで説明しましょう。

① 植木杯（平成元年・第 14回大会）

平成元年の第 14回大会より、合気道修行者の鏡ともいうべき故植木啄也道友を顕彰、記念して植

木杯を創設しております。植木道友は昭和 28年広島市に生まれ､崇徳高校に入学、空手部で活躍の

後、46年国士舘大学に入学､合気道部の主将として活躍されました｡49年度の学生全国大会では国士

舘を団体戦 3位に導く原動力となりました。卒業後は故郷に帰り､就職されましたが､仕事の合間を

ぬって合気道練習を再開します。以後昭和 52年の第 1回全国社会人大会に参加され､国士館大学 OB

チームを準優勝に導かれたのを皮切りに､54年の第 2回大会では広島支部を率いて団体戦に参加さ

れ､特に富木先生よりお誉めの言葉を頂きました｡また 59年にも西日本大会に参加され､乱取個人戦

の準優勝に輝きました｡

植木道友が大変すばらしかったのは､東京や大阪で開かれた研修会に参加する際の態度でした｡彼

の真面目で熱心な稽古態度はもちろんですが､驚かされたのは､技術力向上のために､当時まだカメ

ラとデッキに別れ､巨大で非常に重たかった､高額なビデオ装置を購入し､広島という遠方から､必ず

それらを担いで参加されたことでした｡毎回 1番で稽古に現われ､準備をしているその姿には､指導

する側の私の身を引き締める､ある種の迫力さえ感じさせられました｡植木氏は昭道館現道場が落成

した昭和 63年の 10月、35才の若さで逝きました｡皆様の中には､新道場落成式での元気なお姿を､

覚えておられる方も多いと思います｡植木杯には､修行者のあるべき姿､精神が込められているので

す。私も皆様とともに､植木氏にならって真摯な歩みを進めていきたいと思います。



② 種目別混合団体戦内山杯（平成 8年・第 21回大会）

第 21回大会（平成 8年）からは富木師範が教授された日常の練習体系における特徴的な技術を抜

粋して競技、試合として構成した「種目別混合団体戦」を正式採用することになり、一般有段の部

には昭道館の創設者であり、初代理事長である故内山雅晴先生生前のご厚意により、内山杯を設け

ております。

その内山雅晴先生も平成 18年 12月 6日、享年 84歳でご逝去されました。内山雅晴先生は富木、

大庭両師範との深い信頼関係を築かれていました。会社の事務所から始まった昭道館は 24畳の専用

道場になり、昭和 51年には 70畳、昭和 63年には 100畳、そして平成 15年には現在の 130畳へと

大きな道場に生まれ変わって参りました。昭道館は正に富木、大庭両師範との絆の証でした。

そしてその跡を継がれたのがご令室の内山シマエ前理事長です。誰にも分け隔てることなく、い

つも優しい言葉とお心遣いで応対され、また大会では背筋を伸ばしてにこやかにご覧になっておら

れるお姿をご記憶の方も多いことと思います。その遺徳を知る多くの会員が見送る中、去る平成 30

年 5月 19日にご逝去されました。お二人の遺された多大なご功績を偲び、謹んで心からご冥福を捧

げたいと思います。

③ 種目別混合団体戦安部杯（平成 15年・第 28回大会）

さて、「種目別混合団体戦」のもう一方の杯である一般無段の部、安部杯は前昭道館本部指導員、

安部隆宏氏を顕彰したものです。平成 15年 4月、安部隆宏氏はトルコで夭折しました。常に微笑み

を絶やさず誰に対しても穏やかに接して、決して奢らない謙虚な心を持つ指導者でありました。平

成 13年 10月に大阪で開催された第 4回国際合気道競技大会では、団体戦や演武競技で三冠に輝く

など、選手としても優れた合気道家でした。心技ともにスケールの大きかった氏の遺徳を称え、平

成 15年より安部杯を設けることとなりました。

④ 演武競技 武器の部（平成 24年・第 37回大会）

平成 21年 9月に第 8回国際合気道競技大会（京都市武道センター）で「組太刀」の団体演武が

披露され絶賛されました。多くの社会人・学生がこの日のために懸命に練習してきた成果でした。

この大会後も、太刀、槍など武器を扱う稽古時間を設け合気道技術の向上に努めてきました。この

成果を発揮する機会として「演武競技 武器の部」を第 37回大会（平成 24年）から設けました。

昭道館合気道は、これからも生涯体育の理想実現を図るべく、会員皆様方と共に歩んで参りたい

と思います。倍旧のご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

以上



１．大会役員

大会名誉会長 内山 典子

大会会長 成山 哲郎

大会参与 森川 純治 寺西 春高　　山形 雅章　　安居 隆　　中川 世一　　西村 英世

大森 竜一

２．大会実行委員

実行委員長： 東 太樹

   幹事： 赤木 瑞枝 乾 恭子 井村 里美 植田 有香 太田 陽美

大樫 直樹 河村 未来 川村 祐生 国場 要 上月 修
酒井 進之介 澤井 孝太朗 塩築 浩幸 芝本 百合香 ｼﾞｮ  ー ｱﾀﾞﾑｽ
高江 美智子 滝澤 太秀 中谷政則 成山 哲也 ﾆﾙﾌｧ  ー ﾛﾊﾞｰﾂ
根岸 尊 東 美代子 東原 善一 藤本 和義 益田 知史

松下 悦子 松下 直樹 馬渕 今日子 村田恵利 安井 克宙

山口 広治 熊 天宇

　　　　　　　　　 　　

３．大会競技委員　

競技統括： 森川 純治

競技審判審査委員長： 大森 竜一

　    競技審判審査副委員長：成山 哲也

　　 演武審判員： 山形 雅章 安居 隆 東原 善一 酒井 進之介 藤本 和義

石橋 一徳 東原 善一 河村 未来 山口 広治 赤木 瑞枝

益田 知史 澤井 孝太朗 中谷 政則 池田 太樹

乱取審判員： 寺西 春高 山形 雅章 安居 隆 酒井 進之介 藤本 和義

石橋 一徳 東 太樹 東原 善一 上月 修 河村 未来

山口 広治 赤木 瑞枝 益田 知史 村田 恵利 中谷 政則

４．救護

トレーナー： 上田 貴紀 植田 有香



　　　出場選手一覧

№ 所属 氏名 ふりがな № 所属 氏名 ふりがな

1 市岡高校 舘川　紗代 たてかわ　さよ 51 昭道館本部 ﾆﾘｰ ﾛﾊﾞｰﾂ にりー　ろばーつ

2 市岡高校 浅場　愛友花 あさば　あゆか 52 昭道館本部 山岸　広幸 やまぎし　ひろゆき

3 市岡高校 中村　莉菜 なかむら　りな 53 昭道館本部 高江　美智子 たかえ　みちこ

4 市岡高校 林　明寿 はやし　あかず 54 昭道館本部 澤井　孝太朗 さわい　こうたろう

5 市岡高校 生駒　亜依 いこま　あい 55 昭道館本部 植田　有香 うえた　ゆか

6 市岡高校 森　悠介 もり　ゆうすけ 56 昭道館本部 川村　祐生 かわむら　ゆうき

7 大阪公立大学 吉田　朝美 よしだ　ともみ 57 昭道館本部 四辻　伸吾 よつつじ　しんご

8 大阪公立大学 神代　蓮 くましろ　れん 58 昭道館本部 酒井　朱音 さかい　あかね

9 大阪公立大学 中尾　丈一郎 なかお　じょういちろう 59 昭道館本部 井村　里美 いむら　さとみ

10 大阪公立大学 本土　悠生 ほんど　ゆうせい 60 昭道館本部 橋川　和代 はしかわ　かずよ

11 会心会 大原　雅史 おおはら　まさし 61 昭道館本部 熊　天宇 ゆう　てんう

12 関西学院大学 中根　壮太郎 なかね　そうたろう 62 昭道館本部 三原　敏博 みはら　としひろ

13 関西学院大学 片山　智尋 かたやま　ちひろ 63 昭道館本部 下谷　敏之 しもたに　としゆき

14 近畿大学 大門　亮嗣 だいもん　りゅうじ 64 昭道館本部 塩築　浩幸 しおつき　ひろゆき

15 近畿大学 野間　千夏 のまちまつ 65 昭道館本部 高橋　祐之 たかはし　ひろゆき

16 近畿大学 上徳　麗音 うわとく　れいん 66 昭道館本部 栗山　佳桃 くりやま　けいと

17 近畿大学 井上　竣介 いのうえしゅんすけ 67 昭道館本部 布江田　瑠奈 ふえだ　るな

18 近畿大学 畠山　颯太 はたけやまそうた 68 昭道館本部 眞田　康史 さなだ　やすし

19 近畿大学 相馬　悠人 そうまゆうと 69 昭道館本部 芝本　百合香 しばもと　ゆりか

20 近畿大学 笹山　睦 ささやまむつみ 70 昭道館本部 中西　玲太 なかにし　れいた

21 昭道館生野 乾　恭子 いぬい　きょうこ 71 昭道館本部 入江　唯紅美 いりえ　いくみ

22 昭道館生野 松下　直樹 まつした　なおき 72 昭道館武蔵野 大杉　光生 おおすぎ　みつお

23 昭道館生野 田中　壱樹 たなか　かずき 73 昭道館武蔵野 黒木　光 くろき　ひかる

24 昭道館生野 安本　和寛 やすもと　かずひろ 74 昭道館武蔵野 大倉　一真 おおくら　かずま

25 昭道館生野 長田　喆 ながた　てつ 75 昭道館武蔵野 樋口　功祥 ひぐち　こうしょう

26 昭道館生野 長田　摩寿美 ながた　ますみ 76 昭道館武蔵野 大倉　沙耶 おおくら　さや

27 昭道館生野 滝澤　太秀 たきざわ　たいしゅう 77 新月会 中野　達生 なかの　たつお

28 昭道館生野 田中　瑞樹 たなか　みずき 78 新月会 永井　里奈 ながい　りな

29 昭道館生野 加藤　泰勲 かとう　やすのり 79 新月会 岡本　真奈 おかもと　まな

30 昭道館生野 南口　朋範 みなみぐち　とものり 80 誠心会 東原　美奈子 ひがしはら　みなこ

31 昭道館生野 南口　尚輝 みなみぐち　なおき 81 誠心会 東原　葉菜 ひがしはら　はな

32 昭道館生野 長田　理久 ながた　りく 82 誠心会 東原　百菜 ひがしはら　ももな

33 昭道館生野 加藤　穂果 かとう　ほのか 83 誠心会 東原　那奈 ひがしはら　なな

34 昭道館生野 𠮷川　綴 よしかわ　つづり 84 天理昭道館 中野　翔平 なかの　しょうへい

35 関西福祉科学大学 木下　ななみ きのした　ななみ 85 天理大学 大朋　祥乃 おおとも　さちの

36 関西福祉科学大学 向井　ひのり むかい　ひのり 86 天理大学 鬼塚　日和 おにづか　ひより

37 関西福祉科学大学 勝浦　菜友 かつうら　なゆ 87 天理大学 政田　歩海 まさだ　あゆみ

38 関西福祉科学大学 鍋島　杏奈 なべしま　あんな 88 梅合会 大樫　直樹 おおがし　なおき

39 国士舘大学 菅沼　道 すがぬま　わたる 89 梅合会 根岸　尊 ねぎし　たける

40 昭道館京都 安井　克宙 やすい　かつひろ 90 峰晴会 茂木　恵介 もぎ　けいすけ

41 昭道館京都 山田　脩平 やまだ　しゅうへい 91 無心塾 戸田　英邦 とだ　ひでくに

42 昭道館京都 間瀬　優作 ませ　ゆうさく 92 無心塾 武富　祐一 たけとみ　ゆういち

43 昭道館京都 家城　綾花 いえき　あやか 93 無心塾 伊関　大幸 いぜき　だいこう

44 昭道館神戸 ﾛｰﾘｰ ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ ろーりー　だにえるず 94 大和会 掛井　一徳 かけい　かずのり

45 昭道館神戸 関口　達哉 せきぐちたつや 95 大和会 東　太樹 ひがし　たいき

46 昭道館広島 植木　則雅 うえき　のりまさ 96 大和会 村田　恵利 むらた　しげとし

47 昭道館本部 中川　世一 なかがわ　せいいち 97 大和会 池田　太樹 いけだ　ひろき

48 昭道館本部 上月　修 こうづき　おさむ 98 大和会 池田　真悟 いけだ　しんご

49 昭道館本部 ｼﾞｮｰ ｱﾀﾞﾑｽ じょー　あだむす 99 大和会 馬渕　今日子 まぶち　きょうこ

50 昭道館本部 松下　悦子 まつした　えつこ 100 大和会 東原　壮佑 ひがしはら　そうすけ



第 46回関西合気道競技大会　入賞者結果一覧

令和 3年 11月 14日（日）

於: 阿倍野スポーツセンター

[演武競技初級の部]

優勝 田中 大智　　－　安田 楓麻 （大阪市立大学） 

準優勝 入江 唯紅美　－　芝本 百合香 （昭道館本部）

第 3位 藤井 勇成　　－　井上 竣介 （本部・近大）

[演武競技中上級級の部]

優勝 濵田 拓弥　　－　布江田 瑠奈 （昭道館本部）

準優勝 野間 千夏　　－　上徳 麗音 （近畿大学）

第 3位 岡本 拓　　  －　米田 晴記 （昭道館本部）

[演武競技有段の部]

優勝 ｼﾞｮｰ ｱﾀﾞﾑｽ　 －　中嶋 優斗 （昭道館本部）

準優勝 酒井 朱音　　－　ﾛｰﾘｰ ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ （昭道館本部）

第 3位 滝澤 太秀　  －　安本 和寛 （昭道館生野）

[演武競技武器の部]

優勝 ｼﾞｮｰ ｱﾀﾞﾑｽ　 －　中嶋 優斗 （昭道館本部）

準優勝 ﾛﾊﾞｰﾂ ﾆﾘ 　　－　川村 祐生 （昭道館本部）

第 3位 津崎 善徳　  －　大杉 光生 （昭道館武蔵野）

[短刀乱取り競技個人戦 男子 植木杯]

優勝 ﾛｰﾘｰ ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ （昭道館本部）

準優勝 神崎 崇行 （峰晴会）

第 3位 ｼﾞｮｰ ｱﾀﾞﾑｽ　 （昭道館本部）

　

[短刀乱取り競技個人戦　女子]

　優勝 松岡 佳奈 （峰晴会）

　準優勝 有本 結望 （昭道館生野）

　第 3位 石橋 あゆみ （天理大学）

　

師範奨励賞　　　

神崎崇行 (峰晴会)



会 心 会
大阪公立大学体育会合気道部　OB 会

平成 16 年　創部

OB 会　会長　　﨑里　学士

大阪公立大学　体育会合気道部

一 騎 当 千
平成 16 年　創部

〒558-8585　大阪市住吉区杉本 3－3－138

祝

最高師範　　成山　哲郎

会　　長　　松尾  勇

天理市合気道協会

理事長　　安居  隆

天理合気道 大和会      　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　田中　稔郎

天理大学合気道部       　　　　　　　　　　　　　　　部　長　　　澤井　治郎

チーム・バーモス         　　　　　　　　　　　　 　　代　表　　　枝折　　優

天理昭道館（昭道館天理支部） 　　　　　　　　　 　　支部長　　 池田　太樹

天理合気道 関東道場 （昭道館上尾支部）　 　　　支部長　　 遠藤　関男

天理合気道 誠心会（昭道館八尾支部）    　　　　支部長　　 東原　善一

天理合気道 豊輪会（昭道館橿原支部）　　　　　　　支部長　　 森谷　幸生

天理合気道 維新会（昭道館山口支部）　　　　　　　支部長　　 迫野　真次

関西学院大学体育会合気道部

OB 会　会長　　安野谷幸彦　　

感 謝
至誠

闘 志



　　　　養氣會 稽古道場一覧 (’22.11.1 現在　　)

　　　　　            　　　　　　  指導者：森川純治七段　粕谷孝一四段
 
１.葛西 AC 水 19:00〜21:30 南葛西会館　

２.稲城 AC 土 13:00〜15:30　稲城市総合(体) /隔週

３.府中 AC 金 16:15〜17:30　府中郷土の森総合(体)  

４.狛江 SAC 金 18:45-21:00　土 16:15-18:30　狛江市民総合(体)/ 火 19:00-21:00　狛江第二中学校

５.菅(すげ)AC 土 10:00-12:00(他団体と共用)　川崎市多摩スポーツセンター

６.高津 AC 木 16:20-18:00　高津スポーツセンター

７.地域総合型スポーツ活動 高津 SELF・AC 土 19:00-20:45　川崎市立高津中学校 　※ 別途、高津 SELFへの入会が必要
　
※ 養氣會 HP　URL：https://yokikai.amebaownd.com/
※ 養氣會 YouTube チャンネル：  youtube.com/@yokikai
※ Twitter：@aikido_yokikai
※ 会員は、養氣會他クラブへの出稽古参加フリーパス
※ 会費等：入会金 1,000 円　月会費 2,000円（大人・子供区別なし）/家族割引有　スポーツ保険/年額　
別途、昇級・昇段審査料、昇級料、昇段登録料、競技大会参加料、参加交通費等々もかかります。

※ 本会の運営は、基本的には会員の自主運営。スタッフ不足のクラブについては、指導者が代行。

https://yokikai.amebaownd.com/
http://youtube.com/@yokikai


昭道館 京都 
毎週楽しく稽古しています 　 代表　国場 要
稽古場所と日時 ⇒ ＨＰ https://shodokankyoto.jimdo.com/

祝

寺西　畳店
〒546-0033　大阪市東住吉区南田辺 3-20-6

TEL&FAX　０６－４７００－２３８８

〒636-0802 奈良県生駒郡三郷町三室 1－1－2－102
TEL：0745-72-1732
FAX：0745-60-7963

祝

寺西　畳店
〒546-0033　大阪市東住吉区南田辺 3-20-6

TEL&FAX　０６－４７００－２３８８

近 畿 大 学 合 気 道 部

会長：山下 貴志

梅　合　会

　　　　　　　　　　　　免許番号：大阪府知事（１４）第 4078
　　　　　　　　　　加盟団体：大阪府宅地建物取引業協会／関西住宅産業協会



祝　第 47 回 関西合気道競技大会


