
平成 25年７月１日 

 

第 42回西日本実業団相撲選手権大会の結果について 

 

１ 日時    平成 25年６月 30日（日） 

２ 場所    大阪府堺市 大浜公園相撲場 

 

３ 結果    団体戦  九州電力Ａ   一部：ベスト 16吉田、木崎 

             九州電力Ｂ   二部：準優勝 

 

         個人戦  吉田 （国際事業本部）  ベスト 16 

              木崎 （福岡支社業務部） ベスト 16 

橋本 （福岡西営業所）  三回戦敗退 

朝長 （唐津営業所）  二回戦敗退 

元杉 （熊本東営業所）    〃 

満永 （業務部ＱＯＰ）  一回戦敗退 

濱洲 （熊本東営業所）    〃 

大手 （人吉営業所）    〃 

 

４ 内容 

（1） 団体戦（一部） 

予選一回戦   九州電力Ａ  2 － 1 ㈱松源（和歌山県） 

満永  （寄り切り） ○宮本 

橋本○ （寄り倒し）  中野 

吉田○ （押し出し）  チンバト 

予選二回戦   九州電力Ａ  1 － 2 和歌山県庁（和歌山県） 

満永  （きめ出し） ○富田 

橋本  （寄り切り） ○森本 

吉田○ （上手投げ）  関沢 

予選三回戦   九州電力Ａ  2 － 1 ㈱間口（大阪府） 

満永  （寄り切り） ○七戸 

橋本  （上手投げ） ○岩見 

吉田○ （寄り切り）  増田 

同点決勝１   九州電力Ａ  2 － 1 岐阜県教員 

木崎  （寄り倒し） ○七戸 

橋本○ （外掛け ）  岩見 

吉田○ （突き出し）  増田 

     同点決勝２     九州電力Ａ  2 － 1 大分県教員 

木崎  （掬い投げ） ○中村 

橋本○ （押し出し）  姫野 

吉田○ （押し出し）  松村 

                ※１勝４点にて全体８位で予選通過 

準々決勝戦   九州電力Ａ  2 － 1 ㈱間口（大阪府） 

木崎  （掬い投げ） ○七戸 

橋本  （上手出投） ○岩見 

吉田○ （突き出し）  増田 

 

 

優 勝：和歌山県庁 準優勝：アイシンン軽金属㈱ 

第三位：長崎県教員・間口㈱ 

 



（2） 団体戦（二部）   

予選一回戦   九州電力Ｂ  2 － 1 ㈱美食（和歌山県） 

元杉○ （押し出し）  川口 

朝長○ （押し出し）  中川 

大手  （寄り切り） ○高岡 

予選二回戦   九州電力Ｂ  1 － 2 大川接骨院（広島県） 

元杉  （寄り切り） ○長尾 

朝長  （勇み足 ） ○日高 

大手○ （つり出し）  谷崎 

予選三回戦   九州電力Ｂ  3 － 0 ㈱摂津倉庫関西支社（大阪府） 

元杉○ （掬い投げ）  杉浦 

朝長○ （寄り切り）  萩野 

大手○ （つり出し）  村上 

               ※２勝６点にて全体３位で予選通過 

 

準々決勝戦   九州電力Ｂ  2 － 1 ㈲なぎさ（兵庫県） 

元杉○ （押し出し）  長澤 

朝長○ （引き落し）  奥山 

大手  （寄り切り） ○長澤 

準決勝戦    九州電力Ｂ  2 － 1 大川接骨院（広島県） 

元杉  （突き出し） ○長尾 

朝長○ （押し出し）  日高 

大手○ （打っ棄り）  谷崎 

決勝戦     九州電力Ｂ  1 － 2 西予市役所（愛媛県） 

元杉○ （押し出し）  渡邊 

朝長  （送り出し） ○原井川 

大手  （つり出し） ○上杉 

    優 勝：西予市役所  準優勝：九州電力㈱Ｂ 

第三位：石川県教員・大川接骨院 

  

（3） 個人戦 

        一回戦      吉田 ○（突き出し）  松橋（岐阜県教員） 

橋本 ○（上手捻り）  富田（和歌山県庁） 

                 満永  （寄り切り） ○森 （岐阜県教員） 

大手  （吊り出し） ○前田（間口運輸） 

濱洲  （寄り切り） ○美木（間口運輸） 

木崎 ○（下手出投）  沖 （摂津倉庫㈱） 

朝長 ○（突き出し）  山本（高知県教員） 

元杉 ○（突き出し）  寺下（石川県教員） 

二回戦      吉田 ○（押し出し）  北村（京都府教員） 

橋本 ○（吊り出し）  石黒（摂津倉庫㈱） 

朝長  （寄り倒し） ○老月（ｱｲｼﾝ軽金属） 

木崎 ○（引き落し）  川下（石川県教員） 

元杉  （押し出し） ○伊藤（鳥取県体育協会） 

三回戦      吉田 ○（押し出し）  中野（㈱松源） 

         木崎 ○（押し出し）  高橋（京都府教員） 

         橋本  （突き落し） ○武田（石川県教員） 

優秀１６選手決勝トーナメント 

一回戦      吉田  （寄り切り） ○稲村（山口県教員） 

         木崎  （上手投げ） ○中村（山口県教員 

 

         優 勝：武田（石川県教員）  準優勝：中村（山口県教員） 

第三位：野口（長崎県教員）・田中（摂津倉庫㈱） 

以 上 


