
 

 

２０１７年 

明治杯全日本選抜選手権 
 

各階級 展望 

 

 
《日本レスリング協会ホームページ》 

http://www.japan-wrestling.jp/ 

 

《選手・大会データベース》 

http://db.japan-wrestling.jp/ 
 

※大会直後はアクセスしづらくなる場合があります。 

 



 ◎男子フリースタイル 

 

【57kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

高橋侑希（ＡＬＳＯＫ） 

《2016 年全日本選手権２位》 

長谷川敏裕（日体大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

小栁和也（山梨学院大） 

荒木大貴（専大） 

井出光星（専大） 

伊藤 優（長崎県協会） 

大城一晟（国士舘大） 

川野陽介（自衛隊） 

坂本京太（山梨学院大） 

田代拓海（福岡大） 

松井 稜（山梨学院大） 

守田泰弘（和歌山県教育庁） 

 

【61kg 級】 

《オリンピック 57kg 級２位》 

《2016 年全日本選手権優勝》 

樋口 黎（日体大） 

《2016 年世界選手権代表》 

《2016 年全日本選抜選手権優勝》 

有元伸悟（近大職） 

《2016 年全日本選手権２位》 

嶋江翔也（日体大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

福田東記（国士舘大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

船木拓也（自衛隊） 

乙黒拓斗（山梨学院大） 

葛西飛駿（国士舘大） 

菊地 憲（秋田県協会） 

榊 大夢（山梨学院大） 

但野 航（ニトリ） 

中村倫也（博報堂 DY スポーツ） 

成國大志（青山学院大） 

松宮大樹（山梨学院大） 

吉澤拳斗（専大） 

 

 

 

 全日本王者の高橋侑希（ＡＬＳＯＫ）が５月のアジア選手

権（インド）で優勝し絶好調。昨年 11 月のゴールデンＧＰ

決勝大会（アゼルバイジャン）でも３位に入賞しており、世

界トップレベルの実力は健在。 

 

 全日本選手権２位の長谷川敏裕（日体大）、同３位の小栁

和也（山梨学院大）の学生勢が、その牙城に迫れるか。長谷

川は１月にヤリギン国際大会（ロシア）に出場して実力を養

成。小栁は５月の東日本学生リーグ戦で優勝の原動力となる

活躍をした。勢いを持ち込めるか。 

 

 全日本選手権は小栁に不覚を喫したが、2015 年全日本選

手権で高橋を破っている川野陽介（自衛隊）が巻き返すか。

全日本大学選手権優勝の井出光星（専大）、西日本学生選手

権優勝の田代拓海（福岡大）らの台頭はあるか。 

 

 

 

 リオデジャネイロ・オリンピック 57kg 級銀メダリストで 61kg 級に

上げて全日本選手権を制した樋口黎（日体大）が一歩リードか。１月

のヤリギン国際大会（ロシア）３位、５月のアジア選手権（インド）

３位と、この階級でも順調に実力をつけている。 

 

 昨年優勝の有元伸悟（近大職）がどう闘うか。12 月に世界選手権（ハ

ンガリー）出場を経験し、５月には「Beat the streets」（米国・ニュ

ーヨーク）に出場。国際大会を積んだ経験を生かすことができるか。 

 

昨年 57kg 級優勝の中村倫也（博報堂 DY スポーツ）、手術によって

戦線離脱。２月に復帰、４月の「ダン・コロフ国際大会」（ブルガリア）

で“試運転”した。手術前の実力をどこまで取り戻しているか。 

 

 全日本学生選手権を１年生で制した成國大志（青山学院大）は、全

日本選手権は 57kg 級に出場して３位へ。61kg 級に戻してデーブ・シ

ュルツ国際大会（米国）３位と国際舞台で結果を出した。樋口の牙城

に迫れるか。 

 

全日本選手権２位の嶋江翔也（日体大）、同３位の福田東記（国士舘

大）と船木拓也（自衛隊）らが優勝争いに加わることができるか。負

傷によるブランク明けになるが、インターハイ３連覇（50・55・60kg

級）を達成した乙黒拓斗（山梨学院大）の闘いも注目される。 

◎男子フリースタイル 

 



【65kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

鴨居正和（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権２位》 

米澤 圭（早大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

高谷大地（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

乙黒圭祐（山梨学院大） 

阿部宏隆（サコス） 

伊藤和真（ＥＨ） 

木佐貫斎貴（徳山大） 

金城希龍（自衛隊） 

志賀晃次郎（拓大） 

瀬野春貴（日体大） 

田口大輔（九州共立大） 

原田 駿（日本ウェルネススポーツ大職） 

 

 

【70kg 級】  

《2016 年世界選手権５位》 

多胡島伸佳（KATSURA group） 

《2016 年全日本選手権優勝》 

中村百次郎（日体大助手） 

《2016 年全日本選手権２位》 

伊藤 駿（早大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

高橋翔平（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

三輪優翔（日体大） 

井筒 諒（日体大） 

伊藤真也（国士舘大） 

梅林太朗（早大） 

坂本侑之（拓大） 

島袋慶生（日体大） 

玉岡拓海（福岡大） 

藤波勇飛（山梨学院大） 

 

 

 昨年王者で全日本選手権も制した鴨居正和（自衛隊）が一

歩リードしている状況。１月のヤリギン国際大会（ロシア）

では結果を出せなかったが、５月のアジア選手権（インド）

では銅メダル獲得。65kg 級の国際大会で初のメダルを手に

した勢いを持ち込むことができるか。 

 

挑むのは、全日本選手権２位で学生二冠王者（全日本学生

選手権、全日本大学選手権）の米澤圭（早大）。１月にはヤ

リギン国際大会（ロシア）出場の機会を得実力アップに励ん

だ。全日本選手権３位で 2014 年世界７位の実績を持つ高谷

大地（自衛隊）も、５月の「Beat the Streets」（米国・ニュ

ーヨーク）の大舞台を経験し、今大会に挑む。 

 

 全日本社会人選手権優勝の阿部宏隆（サコス）、同２位の

金城希龍（自衛隊）、2015 年全日本選手権 61kg 級王者で、

階級を上げて昨年の全日本選手権は 65kg 級３位に躍進した

乙黒圭祐（山梨学院大）らが優勝戦線に浮上できるか。 

 

 

 全日本選手権優勝で５月のアジア選手権（インド）で３位

入賞を果たした中村百次郎（日体大助手）、昨年優勝で 12 月

の世界選手権（ハンガリー）で５位入賞の多胡島伸佳

（KATSURA group）、学生二冠（全日本学生選手権、全日

本大学選手権）を制した藤波勇飛（山梨学院大）の争い。 

 

 全日本選手権は、多胡島は不出場、藤波は 65kg 級のエン

トリーだった。三者での争いとなる今回は熾烈な闘いとなり

そう。 

 

 昨年３位で全日本選手権２位の伊藤駿（早大）、２月のデ

ーブ・シュルツ国際大会（米国）で４位入賞の坂本侑之（拓

大）が、どこまで上位へ食い込めるか。 

 

 若い選手では、インターハイ 66kg 級２年連続優勝の梅林

太朗（早大）、74kg 級高校三冠王者（全国高校選抜大会、イ

ンターハイ、国体）の三輪優翔（日体大）が旋風を巻き起こ

すか。 

 

 



【74kg 級】 

《オリンピック代表》 

《2016 年全日本選手権優勝》 

高谷惣亮（ＡＬＳＯＫ） 

《2016 年全日本選手権２位》 

山崎弥十朗（早大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

浅井 翼（拓大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

奥井眞生（国士舘大） 

阿部侑太（日体大） 

川畑孔明（東洋大） 

北村公平（京都クラブ） 

木下貴輪（山梨学院大） 

保坂 健（自衛隊） 

松尾侑亮（専大） 

 

 

 

 

【86kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

松坂誠應（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権２位》 

白井勝太（日大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

松雪泰成（専大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

村山貴裕（自衛隊） 

石澤誠悠（山梨学院大） 

牛水瑞貴（山梨学院大） 

加藤一人（日本文理大） 

櫻庭正義（秋田県協会） 

内藤由良（国士舘大） 

奈良部嘉明（筑西広域消防本部） 

山田修太郎（秋田・秋田商高） 

 

 

 オリンピック２大会連続出場、不動の王者の高谷惣亮（ＡＬＳＯＫ）

の牙城を崩すことのできる選手が現れるか。高谷は全日本選手権６連

覇のあと、１月のヤリギン国際大会（ロシア）で６位入賞を果たし、

５月は米国・ニューヨークで行われた大舞台「Beat the streets」で世

界４度優勝のジョーダン・バローズと激突。国際大会出場を果たして

世界の舞台での再飛躍を目指している。 

 

 昨年のこの大会と全日本選手権でともに２位の山崎弥十朗（早大）

が、今度も決勝の舞台に進み高谷に挑むか。２月はデーブ・シュルツ

国際大会（米国）で３位入賞と実力を示した。昨年優勝の奥井眞生（国

士舘大）も１月にヤリギン国際大会（ロシア）に出場して実力養成を

はかった。ともに冬の強化の成果を出したいところ。 

 

 ５月にアジア選手権（インド）出場の経験を積んだ国体王者の浅井

翼（拓大）、全日本大学選手権優勝の木下貴輪（山梨学院大）の学生選

手、全日本社会人選手権優勝の保坂健（自衛隊）、全国社会人オープン

選手権優勝の北村公平（京都クラブ）といった実績のある社会人選手

が、優勝戦線に加わることができるか。 

 

 

 

 学生二冠王者（全日本学生選手権、全日本大学選手権＝当時日体大）

で全日本選手権優勝の松阪誠應（自衛隊）と、同決勝で惜敗した白井

勝太（日大）が再び決勝の舞台で闘うか。 

 

 松坂は２月のデーブ・シュルツ国際大会（米国）２位と躍進。５月

のアジア選手権（インド）は初戦敗退に終わってしまったので、再浮

上のきっかけをつくりたい。白井もデーブ・シュルツ国際大会に出場

し、国際舞台で実力養成をはかった。その成果を見せられるか。 

 

 全日本選手権３位で、米国・ニューヨークでの日米対抗戦の大舞台

を経験した村山貴裕（自衛隊）、同じく３位で今年４月のＪＯＣ杯ジュ

ニア 84kg 級優勝の松雪泰成（専大）らの殊勲はあるか。 

 

 今大会の男子で高校生として唯一出場する全国高校選抜大会 84kg

級王者の山田修太郎（秋田・秋田商高）が、大学・社会人選手の一角

を崩すことができるか。 

 

 

 



【97kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

赤熊猶弥（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権２位》 

園田 平（拓大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

石黒峻士（日大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

山本康稀（GEN スポーツアカデミー） 

井上諒汰（中大） 

長 知宏（GEN スポーツアカデミー） 

執行優大（福岡大） 

鈴木聖二（岐阜・岐阜工高職） 

二ノ宮寛斗（明大） 

福井裕士（自衛隊） 

藤田祐輔（神奈川大） 

安田 翔（福井・嶺南東養護学校教員） 

 

 

 

【125kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

山本泰輝（拓大） 

《2016 年全日本選手権２位》 

金澤勝利（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

田中哲矢（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

村木孝太郎（滋賀県警察） 

荒木田進謙（青森県協会） 

伊藤 昌（国士舘大） 

藤田悠矢（中京学院大） 

宮内健太（山梨学院大） 

宮原将裕（大東大） 

村上佳児（鮮ど市場） 

山口直人（徳山大） 

山本泰丈（日大） 

 

 

 昨年優勝で全日本選手権でも勝った赤熊猶弥（自衛隊）が

リードしている状況。階級を上げて１年以上が経ち、５月の

アジア選手権では５位入賞と順調に力をつけている。新たな

階級で世界選手権行きのキップを手にできるか。 

 

 学生二冠王者（全日本学生選手権、全日本大学選手権）で

全日本選手権２位の園田平（拓大）がどこまで食いつけるか。

2012～15 年に全日本大学選手権４連覇を達成し全日本選手

権３位の山本康稀（ＧＥＮスポーツアカデミー）が巻き返す

か。 

 

 同じ全日本選手権３位の石黒峻士（日大）は２年連続でＪ

ＯＣ杯ジュニア 96kg 級を制し、若手期待の選手。優勝争い

にからむことができるか。 

 

 昨年３位の福井裕士（自衛隊）、ベテランの域に入った

2014 年世界選手権代表の鈴木聖二（岐阜・岐阜工高職）ら

が上位に食い込めるか。 

 

 

 

 ２年連続全日本王者の山本泰輝（拓大）が一歩リードして

いる状況か。今年は２月にデーブ・シュルツ国際大会（米国）

を経験し、５月のアジア選手権（インド）で銅メダル獲得と

成長の跡を見せている。 

 

 全日本選手権２位の金澤勝利（自衛隊）、同３位で 10 月の

岩手国体で山本を破った田中哲矢（自衛隊）との争いが続く

と思われたが、リオデジャネイロ・オリンピック出場を逃し

て選手生活から退いていた全日本５度優勝の荒木田進謙（青

森県協会）が復帰して参戦。４者の争いとなった。 

 

 荒木田は 2014 年アジア大会（韓国）で日本最重量級とし

て 36 年ぶりにメダル（銅）を獲得し、2015 年世界選手権（米

国）では８位となった実力者。2015 年全日本選手権では準

決勝で山本に 10－10 のスコアながら内容差で敗れた。その

雪辱を果たして栄冠を勝ち取ることができるか。 

 

 



◎男子グレコローマン 

 

【59kg 級】 

《オリンピック２位》 

太田 忍（ＡＬＳＯＫ） 

《2016 年全日本選手優権勝》 

文田健一郎（日体大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

桑山裕貴（専大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

清水早伸（自衛隊） 

新垣忠勝（自衛隊） 

井上征洋（兵庫県協会） 

大谷康太（マルワジム横浜） 

河名真寿斗（クリナップ） 

河本圭智（自衛隊） 

神田優人（中京学院大） 

北岡佑介（日体大） 

鈴木絢大（日体大） 

高橋三四郎（山梨学院大） 

難波 陽（青山学院大） 

丸山智也（山梨学院大） 

 

【66kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

高橋昭五（警視庁警察学校） 

《2016 年全日本選手権２位》 

川瀬克祥（シリウス） 

《2016 年全日本選手権３位》 

中橋 涼（日体大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

澤田夢有人（日体大） 

岩本 巧（同志社大） 

宇井大和（早大） 

遠藤功章（日体大） 

大平稜也（国士舘大） 

岡本侑士（九州共立大） 

小林大樹（日体大） 

下山田培（警視庁警察学校） 

中村拓磨（専大） 

堀江耐志（徳山大） 

 

 

 

リオデジャネイロ・オリンピック銀メダルの太田忍（ＡＬ

ＳＯＫ）と、全日本選手権決勝で太田を破った文田健一郎（日

体大）が再び決勝で激突するか。両者は２月のセーロ・ペラ

ド国際大会（キューバ）の決勝でも闘っており、この時は太

田がリベンジしている。文田は５月にアジア選手権（インド）

でも勝ち絶好調。 

 

２階級にわたる学生二冠王者（全日本学生選手権 59kg 級、

全日本大学グレコローマン選手権 71kg 級）の河名真寿斗（ク

リナップ）は、２月のデーブ・シュルツ国際大会（米国）で

国際大会初優勝を飾り、３月のザグレブ・オープン・グラン

プリ（クロアチア）でも優勝。世界で通じる実力を身につけ

ている。太田、文田の牙城を崩すことができるか。 

 

全日本選手権３位の清水早伸（自衛隊）と桑山裕貴（専大）、

世界ジュニア選手権 55kg 級２位の難波陽（青山学院大）、４

月のＪＯＣ杯 55kg 級優勝の高橋三四郎（山梨学院大）らが

優勝戦線に加わることができるか。 

 

 

 

昨年優勝で全日本選手権でも勝った高橋昭五（警視庁警察

学校）、全日本選手権は２位ながら国体で高橋を破っている

川瀬克祥（シリウス）、昨年３位で全日本学生選手権優勝の

下山田培（警視庁警察学校）の３選手の争いとなるか。いず

れもこの冬、国際舞台で好成績を残している。 

 

高橋はデーブ・シュルツ国際大会（米国）、セーロ・ペラ

ド国際大会（キューバ）、ハンガリー・グランプリと３つの

国際大会に出場し、すべてでメダルを獲得。５月のアジア選

手権（インド）で５位入賞を果たした。 

 

川瀬はザグレブ・オープン・グランプリ（クロアチア）を

経てハンガリー・グランプリで同メダルを獲得。下山田は全

日本選手権は川瀬に敗れたが、２月のデーブ・シュルツ国際

大会で優勝。国際舞台で通じる実力をつけている。 

 

国体２位で全日本選手権３位の澤田夢有人（日体大）、全

日本大学グレコローマン選手権で下山田を破って１年生王

者に輝いた宇井大和（早大）らも優勝を狙える実力者。 

◎男子グレコローマン 

 



【71kg 級】 

《オリンピック 66kg 級５位》 

井上智裕（富士工業） 

《2016 年世界選手権代表》 

梅野貴裕（愛媛県協会） 

《2016 年全日本選手権優勝》 

泉 武志（一宮グループ） 

《2016 年全日本選手権２位》 

花山和寛（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

山本貴裕（日体大） 

大山允長（青山学院大） 

神田航也（大東大） 

下地恵永（専大） 

小路直頌（自衛隊） 

北條良真（神奈川大） 

森 俊樹（九州共立大クラブ） 

 

【75kg 級】 

《2016 年世界選手権 80kg 級９位》 

《全日本選手権２位》 

阪部 創（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権優勝》 

屋比久翔平（ＡＬＳＯＫ） 

《2016 年全日本選手権３位》 

林  雷（日体大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

宇野寿倫（岡山県協会） 

大賀 遥（神奈川大） 

奥田海人（明大） 

齋藤隼佑（早大） 

櫻庭功大（拓大） 

澤田 航（中京学院大） 

 

 

 

 

 

全日本選手権優勝の泉武志（一宮グループ）は、３月のザ

グレブ・オープン・グランプリ（クロアチア）２位、ハンガ

リー・グランプリ３位を経て５月のアジア選手権（インド）

で優勝と絶好調。勢いをつなげられるか。 

 

リオデジャネイロ・オリンピック 66kg 級５位の井上智裕

（富士工業）は 71kg 級に上げて国体優勝と結果を出してい

る。負傷で全日本選手権は欠場したが、３月のハンガリー・

グランプリで５位入賞と、この階級でも通じる実力を見せて

いる。 

 

昨年優勝で世界選手権（ハンガリー）出場を経験した梅野

貴裕（愛媛県協会）が、どう闘うか。2015 年世界選手権代

表で昨年の全日本選手権２位の花山和寛（自衛隊）、同３位

の山本貴裕（日体大）らが優勝争いに食い込めるか。 

 

 

 

 

昨年優勝で全日本選手権でも２連覇を達成した屋比久翔

平（ＡＬＳＯＫ）がリードしている状況だが、負傷で５月の

アジア選手権出場を辞退。その影響はどうか。２月のデー

ブ・シュルツ国際大会（米国）で３位入賞を果たすなど地力

は十分にある。 

 

 昨年優勝で全日本選手権２位の阪部創（自衛隊）がこのチ

ャンスをものにできるか。昨年は 80kg 級で世界選手権（ハ

ンガリー）出場の機会をもらい国際舞台を数多く経験してい

る。ただ、３月の欧州遠征の最後は負傷で大会出場を取りや

めているだけに、こちらも負傷の回復具合はどうか。 

 

全日本３位の林雷（日体大）は３月にハンガリー・グラン

プリに出場し、５月のアジア選手権に屋比久の代役で出場す

る機会に恵まれた。国際舞台で養った実力を発揮できるか。 

 

昨年のこの大会と全日本選手権で３位だった学生王者の

宇野寿倫（岡山県協会）、全日本大学グレコローマン選手権

優勝の櫻庭功大（拓大）らが優勝戦線へ浮上できるか。 

 

 



【80kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職） 

《2016 年全日本選手権２位》 

鶴田峻大（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

加賀谷庸一朗（和歌山県教育庁） 

岡嶋勇也（警視庁） 

関口 巡（福岡大） 

勅使川原延明（日体大） 

野﨑竜陽（中京学院大） 

藤井達哉（青山学院大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【85kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

松本篤史（警視庁警察学校） 

《2016 年全日本選手権２位》 

塩川貫太（日体大） 

岡 太一（自衛隊） 

角 雅人（自衛隊） 

谷口慧志（拓大） 

永井基生（明大） 

西山慎吾（日体大） 

平才巧晃（中京学院大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年連続で全日本の２大会を制している前田祐也（鳥取・鳥

取中央育英高職）が有利だが、昨年の全国社会人オープン選

手権で前田を破った鶴田峻大（自衛隊）が再度の殊勲を達成

できるか。 

 

 前田は３月にザグレブ・オープン・グランプリ（クロアチ

ア）、５月にアジア選手権（インド）に出場し、国際大会で

実力を養成。鶴田も３月のハンガリー・グランプリで初の国

際大会を経験。ともに冬の強化の成果を出すことができるか。 

 

 全日本選手権 85kg 級３位の岡嶋勇也（警視庁）がこの階

級にエントリー。グレコローマンに転向して１年半で、ここ

からが勝負の選手。全日本選手権３位の加賀谷庸一朗（和歌

山県教育庁）、２年連続でＪＯＣ杯ジュニア 84kg 級を制した

藤井達哉（青山学院大）が優勝争いに加われるか。 

 

 

 

 

 フリースタイルから転向して１年に満たないながらも全

日本王者となった松本篤史（警視庁警察学校）が今度も強さ

を発揮するか。３月のザグレブ・オープン（クロアチア）を

経て５月のアジア選手権（インド）では２位に躍進。すでに

国際舞台で通じる実力を身に着けている。 

 

 昨年２位の角雅人（自衛隊）が巻き返すか。全日本選手権

は２回戦で松本に敗れて上位進出できず、この冬は国内で充

電。その成果を発揮できるか。2015 年全日本王者でリオデ

ジャネイロ・オリンピックを逃して一線を退いた岡太一（自

衛隊）が復帰を決意して参戦する。往年の実力を取り戻して

いるか。 

 

 学生二冠王者（全日本学生選手権、全日本大学グレコロー

マン選手権）の塩川貫太（日体大）も全日本選手権２位の意

地を見せたい。この冬はデーブ・シュルツ国際大会（米国）、

ザグレブ・オープン（クロアチア）、ハンガリー・グランプ

リと３つの国際大会に出場して実力アップをはかった。 

 

 



【98kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

奈良勇太（日体大） 

《2016 年全日本選手権２位》 

木下 駿（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

志喜屋正明（自衛隊） 

天野雅之（中大職員） 

有薗拓真（ＡＬＳＯＫ） 

竹内亮亘（帝塚山大） 

中村隆太（東洋大） 

前川勝利（ＨＲＣ） 

三浦庶宏（神奈川大） 

宮原尚之（中京学院大） 

山下拓也（拓大） 

 

 

 

 

 

 

 

【130kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

園田 新（ＡＬＳＯＫ） 

《2016 年全日本選手権２位》 

谷田昇大（和歌山県教育庁） 

《2016 年全日本選手権３位》 

貝塚賢史（山梨学院大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

河野隆太（安信） 

伊藤匠汰（青山学院大） 

曽我部健（日亜化学工業） 

津田大健（宇和島市役所） 

日坂侃生（中央クラブ） 

矢野遥己（徳山大） 

 

 

 昨年優勝で全日本選手権でも勝った奈良勇太（日体大）。

学生の２大会（全日本学生選手権、全日本大学グレコローマ

ン選手権）でも優勝し、世界ジュニア選手権は５位。世界へ

発進するベースができた。しっかり勝ってシニアの世界選手

権に臨みたいところ。 

 

 全日本選手権２位の木下駿（自衛隊）が挑むほか、昨年

85kg 級優勝の天野雅之（中大職）が現役続行。この階級に

エントリーした。優勝争いにからむのは、どちらか。 

 

 木下はこの冬、全日本チームのメンバーとしてザグレブ・

オープン（クロアチア）とハンガリー・グランプリに出場。

久しぶりの国際大会で実力を養成した。天野は全日本レベル

では初の 98kg 級での試合となる。新たな階級で衰えぬ実力

を見せることができるか。 

 

 全日本選手権３位の志喜屋正明（自衛隊）、120kg 級で世

界選手権出場の経験のある前川勝利（ＨＲＣ）が優勝戦線に

割って入れるか。 

 

 

 

 

 最近の全日本レベルの大会で優勝を続ける園田新（ＡＬＳ

ＯＫ）が、今回も第一人者の実力を見せるか。今年は２月の

デーブ・シュルツ国際大会（米国）で３位入賞を果たし、３

月にザグレブ・オープン・グランプリ（クロアチア）、ハン

ガリー・グランプリ、５月にアジア選手権（インド）と国際

試合の経験を積んだ。成長の跡を見せることができるか。 

 

 昨年のこの大会と全日本選手権でともに決勝で闘ってい

る谷田昇大（和歌山県教育庁）、国体の決勝で園田に挑んだ

津田大健（宇和島市役所）が、今回はどう闘うか。 

 

 全日本選手権３位の貝塚賢史（山梨学院大）と河野隆太（安

信）が優勝争いに加わることができるか。 

 

 

 

 



 ◎女子 

 【48kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

須崎優衣 

（JOC アカデミー／東京・安部学院高） 

《2016 年全日本選手権２位》 

加賀田葵夏（青山学院大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

五十嵐未帆（＝至学館大） 

伊藤史織（ジャパンビバレッジ） 

入江ゆき（自衛隊） 

奥野里菜（至学館大） 

志土地希果（ジェイテクト） 

中村未優（専大） 

吉村涼菜（埼玉・埼玉栄高） 

 

 

 

 

 

 

【53kg 級】 

《2016 年世界選手権 55kg 級優勝》 

《2016 年全日本選手権優勝》 

向田真優（至学館大） 

《2016 年全日本選手権２位》 

宮原 優（博報堂ＤＹスポーツ） 

《2016 年全日本選手権３位》 

矢後佑華（警視庁） 

入江ななみ（福井県体協） 

東川加奈（至学館大） 

與那嶺優里（日本文理大） 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年優勝で、全日本選手権でも優勝の須崎優衣（ＪＯＣエ

リートアカデミー／東京・安部学院高）が今回も制覇するか。

今年に入って１月のヤリギン国際大会（ロシア）、２月のク

リッパン女子国際大会（スウェーデン）、５月のアジア選手

権（インド）でも優勝を続け、世界で通じる実力を見せてい

る。 

 

 全日本選手権２位の加賀田葵夏（青山学院大）は２月のデ

ーブ・シュルツ国際大会（米国）で優勝と実力を見せた。昨

年２位の入江ゆき（自衛隊）は５月に「Beat the Streets」（米

国・ニューヨーク）の大舞台で闘って勝利。須崎の牙城を崩

すことができるか。 

 

昨年の世界ジュニア選手権優勝の五十嵐未帆（至学館大）

は、11 月のゴールデンＧＰ決勝大会（アゼルバイジャン）２

位のあと、全日本選手権３位。シニアの舞台でも台頭できる

力を持っている。 

 

 

 

 

 昨年優勝し、12 月の世界選手権（ハンガリー）55kg 級で

も勝った向田真優（至学館大）が、全日本選手権に続いて優

勝を飾ることができるか。今年も１月のヤリギン国際大会

（ロシア）と５月のアジア選手権（インド）で優勝し、国際

舞台で抜け出ている実力を見せている。 

 

 全日本選手権２位の宮原優（博報堂ＤＹスポーツ）、昨年

２位でビル・ファーレル国際大会（米国）優勝を経て全日本

選手権３位の矢後佑華（警視庁）、全日本学生選手権優勝の

入江ななみ（福井県体育協会）らが、向田超えを果たすこと

ができるか。 

 

 

 

 

 

 



【55kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

南條早映 

（JOC アカデミー／東京・安部学院高） 

《2016 年全日本選手権２位》 

角谷萌々果（至学館大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

澤葉菜子（至学館大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

谷山菜緒（法大） 

奥野春菜（至学館大） 

倉舘 愛（日大） 

浜田千穂（キッコーマン） 

松見千都彩（環太平洋大） 

 

 

 

 

 

 

【58kg 級】 

《2016 年全日本選手権３位》 

熊野ゆづる（日大） 

岩澤希羽（至学館大） 

小林奏音（早大） 

今 佑海（日大） 

坂上嘉津季（ＡＬＳＯＫ） 

坂上楓舞希（至学館大） 

樋口美賀子（環太平洋大） 

廣瀬瑠実（青山学院大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権を制し１月のヤリギン国際大会（ロシア）で

シニアの国際大会初出場初優勝を遂げた南條早映（ＪＯＣエ

リートアカデミー／東京・安部学院高）が、５月のアジア選

手権（インド）も制した。勢いはある一方、2014 年にこの

階級で世界一に輝いた浜田千穂（キッコーマン）が 58kg 級

からＵターン。過去の実績的には優勝候補の一番手と言えよ

う。南條の勢いが元世界チャンピオンをしのぐか。 

 

 昨年 11 月のゴールデンＧＰ決勝大会 53kg 級を制し、全日

本選手権ではこの階級２位の角谷萌々果（至学館大）が、全

日本選手権３位で４月のジュニアクイーンズカップは 51kg

級で優勝した谷山菜緒（法大）らが優勝争いに加われるか。 

 

 世界カデット選手権（ジョージア）52kg 級優勝で４月の

ジュニアクイーンズカップで南條を破った奥野春菜（至学館

大）が、シニアの 55kg 級でどこまでやれるか。世界カデッ

ト選手権 56kg 級優勝の澤葉菜子（至学館大）も上位進出の

実力を秘めていよう。 

 

 

 

全日本選手権を制した川井梨紗子は 60kg 級へ、同２位の

浜田千穂は 55kg 級へ。空いた席を、60kg 級で優勝して階級

を落とした坂上嘉津季（ＡＬＳＯＫ）、世界ジュニア選手権

59kg 級優勝の熊野ゆづる（日大）らが争う。 

 

坂上は１月のヤリギン国際大会（ロシア）60kg 級で優勝

し、５月のアジア選手権（インド）は 58kg 級で３位と地力

は十分。 

 

 熊野は全日本選手権３位のあと、２月のクリッパン女子国

際大会（スウェーデン）３位とシニアの国際舞台でも実力を

発揮。５月の「Beat the Streets」ではオリンピック 53kg

級チャンピオンのヘレン・マロウリス（米国）とも善戦し勢

いを持っている。 

 

 昨年のアジア選手権に出場した樋口美賀子（環太平洋大）

も意地を見せたいところ。 

 

 



【60kg 級】 

《オリンピック 63kg 級優勝》 

《2016 年全日本選手権 58kg 級優勝》 

川井梨紗子（ジャパンビバレッジ） 

《2016 年世界選手権５位》 

《2016 年全日本選手権３位》 

坂野結衣（警視庁警察学校） 

《2016 年全日本選手権２位》 

香山芳美（早大） 

河内美樹（日体大） 

小玉彩天奈（高知・高知東高） 

三浦由起子（法大） 

矢後愛佳（日大） 

米田野乃佳（至学館大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【63kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

伊藤彩香（東新住建） 

《2016 年全日本選手権２位》 

源平彩南（至学館大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

伊藤友莉香（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

三輪奏歩（東洋大） 

今井栞海（同志社大） 

川井友香子（至学館大） 

屋比久すず（国士舘大） 

 

 

 

 

 

リオデジャネイロ・オリンピック 63kg 級優勝の川井梨紗

子（ジャパンビバレッジ）が、全日本選手権 58kg 級を経て

この階級にエントリー。優勝候補の筆頭であることは間違い

ない。５月のアジア選手権（インド）でも全試合快勝で優勝

している。 

 

 昨年優勝で 12 月の世界選手権（ハンガリー）５位の坂野

結衣（警視庁警察学校）がどう挑むか。全日本選手権は３位

に終わったが、２月のデーブ・シュルツ国際大会（米国）は

優勝し、強さを見せた。 

 

 全日本選手権２位の香山芳美（早大）、２月のデーブ・シ

ュルツ国際大会 58kg 級優勝の河内美樹（日体大）らが優勝

争いにからめるか。 

 

若手では、世界カデット選手権（ジョージア）優勝の小玉

彩天奈（高知・高知東高）が、クリッパン女子国際大会（ス

ウェーデン）３位を経てシニアの壁に挑戦する。 

 

 

 

 

 

昨年優勝の栄希和（ジェイテクト）は負傷治療のため不参

加。昨年は 60kg 級２位で、全日本選手権でこの階級を制し

た伊藤彩香（東新住建）に、２大会とも２位の源平彩南（至

学館大）、負傷から復帰して全日本選手権３位に入った伊藤

友莉香（自衛隊）が挑む。 

 

 伊藤彩は１月にヤリギン国際大会（ロシア）に出場、源平

は２月にデーブ・シュルツ国際大会（米国）に出場し、５月

にアジア選手権（インド）は２位に躍進。ともに国際舞台で

鍛えた実力を発揮できるか。伊藤友は全日本選手権での“試

運転”を経て、今大会で完全復活を果たしたい。 

 

 同じく負傷から復帰し、４月のジュニアクイーンズカップ

を制した川井友香子（至学館大）の殊勲はあるか。 

 

 



【69kg 級】 

《オリンピック優勝》 

《2016 年全日本選手権優勝》 

土性沙羅（東新住建） 

《2016 年全日本選手権２位》 

森川美和（東京・安部学院高） 

飯島千晶（警視庁） 

鏡 優翔（JOC エリートアカデミ

ー／帝京高） 

鈴木芽衣（東洋大） 

福島宇美（東京・安部学院高） 

 

 

 

 

 

 

 

【75kg 級】 

《2016 年全日本選手権優勝》 

鈴木博恵（クリナップ） 

《2016 年全日本選手権２位》 

古市雅子（日大） 

《2016 年全日本選手権３位》 

馬場菜津美（自衛隊） 

《2016 年全日本選手権３位》 

土橋奏珠（至学館大） 

阿部梨乃（自衛隊） 

松雪泰葉（愛知・至学館高） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リオデジャネイロ・オリンピック優勝で、全日本選手権も

快勝した土性沙羅（東新住建）の優位は動かない。５月には

アジア選手権（インド）にも出場して実戦経験も積んだが、

中国戦はもたついた試合だった。今回はすっきり勝ち、新天

地での最初の国内大会を飾って８月の世界選手権を目指し

たいところ。 

 

 全日本選手権２位の森川美和（東京・安部学院高）が、ど

う闘うか。今年１月にヤリギン国際大会（ロシア）、２月に

クリッパン女子国際大会（スウェーデン）、５月に米国・ニ

ューヨークで行われた一大イベントの「Beat the Streets」

に出場。シニアの国際舞台で実力養成をはかってきた。 

 

 2015 年世界選手権 75kg 級代表の飯島千晶（警視庁）が

負傷から復帰し、この階級にエントリー。ブランクを乗り越

えて栄冠をつかむことができるか。 

 

 

 

昨年優勝で全日本選手権も制した鈴木博恵（クリナップ）

が４年連続優勝（72kg 級と合わせ６年連続優勝）を目指す。

手術によるブランク明けの昨年の大会は２試合に圧勝。全日

本選手権でも３試合に快勝し、一歩リードしている実力を見

せつけた。 

 

全日本選手権２位で５月のアジア選手権（インド）２位の

古市雅子（日大）は、75kg 級で本格的に闘うようになって

半年がすぎた。鈴木の牙城に迫れるか。全日本選手権３位の

馬場菜津美（自衛隊）は、準決勝で鈴木から３点を奪った。

この１年間で鈴木からポイントを取った唯一の選手。今度は

どう闘うか。 

 

 昨年のアジア選手権（タイ）２位の阿部梨乃（自衛隊）は

新天地での初の闘い。レスリングに専念できる環境で、どう

実力を伸ばしているか。全日本選手権３位の土橋奏珠（至学

館大）、４月のジュニアクイーンズカップとＪＯＣ杯ジュニ

ア 72kg 級で連続優勝の松雪泰葉（愛知・至学館高）らが、

上位へ食い込む実力をつけているか。 

 

 


