
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

齊藤　将士 村田　知也
松永　共広 稲葉　泰弘 （日大OB） 豊田　雅俊 平井　進悟 （滋賀・日野高教）

（ALSOK綜合警備保障） （専　大） 田岡　秀規 （警視庁） （ALSOK綜合警備保障） 村上　文清
（自衛隊） （自衛隊）

関川　博紀 下村　博
湯元　健一 高塚　紀行 （新潟・県央工高教） 笹本　睦 北岡　秀王 （自衛隊）

（日体大） （日　大） 井上　真一 （ALSOK綜合警備保障） （日体大） 城戸　義貴
（警視庁） （徳山大）

小島　豪臣 藤村　義
佐藤　吏 藤本　浩平 （日体大） 飯室　雅規 江藤　紀友 （自衛隊）

（早　大） （拓　大） 米満　達弘 （自衛隊） （拓　大） 綾田　慎也
（拓　大） （自衛隊）

萱森　浩輝 川向　敦支
小幡　邦彦 長島　和幸 （新潟・県央工高教） 岩崎　裕樹 菅　太一 （自衛隊）

（ALSOK綜合警備保障） （クリナップ） 加藤　陽輔 （銀水荘） （警視庁） 鶴巻　宰
（日体大） （国士大）

山本　悟 浅見　哲郎
松本　真也 磯川　孝生 （岡山・鳥城高教） 松本　慎吾 萬　寛史 （早　大）

（日　大） （拓　大） 鈴木　豊 （一宮運輸） （自衛隊） 小向　忍
（自衛隊） （自衛隊）

木暮　僚太 山口　竜志
小平　清貴 米山　祥嗣 （山梨学院大） 加藤　賢三 森角　裕介 （拓　大）

（警視庁） （日体大） 東　誠次 （自衛隊） （長野・蓼科高教） 森　保弘
（立命館大） （朝明チーム）

北村　克哉 沢田　直樹
田中　章仁 荒木田 進謙 （専　大） 鈴木　克彰 新庄　寛和 （徳山大ク）

（ＦＥＧ） （青森・光星学院高） 西田 耕一朗 （警視庁） （国士舘ク） 社藤　哲也
（福井県協会） （日体大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

池田　弘美
伊調　千春 坂本 真喜子 （青山学院大）

（中京女大） （和光ク） 船津　友里
（東洋大）

鈴木　七恵
坂本 日登美 赤坂　幸子 （早　大）

（自衛隊） （福岡大） 甲斐　友梨
（中京女大）

柴田　瑞穂
吉田 沙保里 松川 知華子 （中京女大）

（ALSOK綜合警備保障） （日　大） 服部　担子
（中京女大大院）

西牧　未央
山本　聖子 正田　絢子 （愛知・至学館高）

（ジャパンビバレッジ） （ジャパンビバレッジ） 岩間　怜那
（ALSOK綜合警備保障）

塚本　真紀
伊調　馨 松川 絵里香 （鳥取県協会）

（中京女大） （日　大） 石井　千恵
（中京女大）

鈴木　博恵
坂本　襟 新海　真美 （京都・立命館宇治高）

（ワァークスジャパン） （中京女大） 菅原　美々
（警視庁）

榎本　美希
浜口　京子 村島　文子 （三重・四日市四郷高）

（ジャパンビバレッジ） （中京女大ク） 田中　希枝

（中京女大）

59

63

67

72

120 120

【女　子】

48

51

55

74 74

84 84

96 96

55 55

60 60

66 66

◎2005年
（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

富田　和秀 村田　知也
松永　共広 田岡　秀規 （大東大） 豊田　雅俊 平井　進悟 （三重・伊勢工高教）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （自衛隊） 齋藤　将士 （警視庁） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） 峯村　亮
（警視庁） （神奈川大）

大沢　茂樹 谷岡　泰幸
湯元　健一 井上　謙二 （山梨学院大） 笹本　睦 松本 隆太郎 （自衛隊）

（日体大） （自衛隊） 大館　信也 （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （日体大） 北岡　秀王
（自衛隊） （日体大）

古里　光司 藤村　義
小島　豪臣 米満　達弘 （神奈川・日大藤沢高教） 飯室　雅規 清水　博之 （自衛隊）

（周南システム産業） （拓　大） 池松　和彦 （自衛隊） （自衛隊） 浮田　幸博
（K-POWERS） （自衛隊）

小幡　邦彦 吉岡　宏高
長島　和幸 萱森　浩輝 （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） 菅　太一 岩崎　裕樹 （日体大）

（クリナップ） （新潟・新潟県央工高教） 加藤　陽輔  （警視庁） （銀水荘） 倉谷　修平
（日体大助） （日体大）

松本　真也 矢野　将章
鈴木　豊 磯川　孝生 （日　大） 松本　慎吾 太田　充洋 （専　大）

（自衛隊） （拓　大） 山本　悟 （一宮運輸） （大分・石垣原養護学教） 山本　知史
（岡山・烏城高教） （群馬県警察）

宮路　高行 正木　裕也
小平　清貴 坂本　憲蔵 （拓　大） 加藤　賢三 山口　竜志 （日体大）

（警視庁） （日本文理大） 米山　祥嗣 （自衛隊） （拓　大） 山本　雄資
（K-POWERS） （山梨学院大）

秋山　智史 中村　淳志
田中　章仁 荒木田 進謙 （山梨学院大） 沢田　直樹 新庄　寛和 （拓　大）

（ＦＥＧ） （専　大） 桜井　紀宏 （山口県協会） （自衛隊） 長井　博和
（日体大） （中　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

三村　冬子
伊調　千春 坂本 真喜子 （京都・網野高）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （自衛隊） 赤坂　幸子
（悠悠ホーム）

柴田　瑞穂
服部　担子 甲斐　友梨 （中京女大）

（中京女大大学院） （中京女大） 栄　友菜
（中京女大）

車屋　綾香
吉田 沙保里 坂本 日登美 （岩手・宮古商高）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （自衛隊） 松川 知華子
（日　大）

佐藤　文香
西牧　未央 山名　慧 （愛知・至学館高）

（中京女大） （中京女大） 島田 佳代子
（日　大）

渡部　沙織
伊調　馨 正田　絢子 （福島・田島高）

（中京女大） （ジャパンビバレッジ） 塚本　真紀
（鳥取県協会）

坂本　襟
井上　佳子 新海　真美 （ワァークスジャパン）

（愛知・至学館高） （中京女大） 鈴木　博恵
（立命館大）

田中　希枝
浜口　京子 佐野 明日香 （中京女大）

（ジャパンビバレッジ） （自衛隊） 村島　文子

（中京女大ク）

51

55

59

63

67

72

96 96

120 120

【女　子】

48

66 66

74 74

84 84

（2007年１月26～28日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

55 55

60 60

◎2006年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

湯元　進一 村田　知也
松永　共広 田岡　秀規 （自衛隊） 長谷川 恒平 豊田　雅俊 （三重・久居高教）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （自衛隊） 稲葉　泰弘 （福一漁業） （警視庁） 峯村　亮
（専　大） （神奈川大）

井上　謙二 北岡　秀王
高塚　紀行 湯元　健一 （自衛隊） 笹本　睦 松本 隆太郎 （クリナップ）

（日　大） （日体大） 大館　信也 （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （日体大） 武田　佑基
（自衛隊） （山口県協会）

鈴木　崇之 江藤　紀友
池松　和彦 小島　豪臣 （警視庁） 飯室　雅規 藤村　義 （自衛隊）

（Ｋ－ＰＯＷＥＲＳ） （周南システム産業） 米満　達也 （自衛隊） （自衛隊） 成瀬　一彦
（拓　大） （日体大）

長島　正彦 倉谷　修平
長島　和幸 高谷　惣亮 （おおたスポーツ学校） 岩崎　裕樹 鶴巻　宰 （日体大）

（クリナップ） （京都・網野高等学校） 加藤　陽輔 （銀水荘） （自衛隊） 菅　太一
（秋田県協会） （警視庁）

山本　悟 矢野　将章
鈴木　豊 松本　真也 （岡山・鳥城高教） 松本　慎吾 太田　充洋 （専　大）

（自衛隊） （警視庁） 小幡　邦彦 （一宮運輸） （大分・津久見高教） 那口　裕洋
（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （日体大）

相沢　純 山本　雄資
小平　清貴 磯川　孝生 （東洋水産） 加藤　賢三 齋川　哲克 （山梨学院大）

（警視庁） （山口県協会） 坂本　憲蔵 （自衛隊） （日体大） 曽我部　健
（自衛隊） （福島県協会）

高林　努 沢田　直樹
田中　章仁 荒木田 進謙 （日本文理大） 新庄　寛和 中村　淳志 （山口県協会）

（ＦＥＧ） （専　大） 櫻井　紀宏 （自衛隊） （拓　大） 河野　隆太
（日体大） （青山学院大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

三村　冬子
伊調　千春 坂本 真喜子 （京都・網野高）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （自衛隊） 赤坂　幸子
（三井クラブ）

関根　ゆう
坂本 日登美 甲斐　友梨 （自衛隊）

（自衛隊） （Ｋ－ＰＯＷＥＲＳ） 渡辺　菜穂
（東京リゾート＆スポーツ専門学校）

平田　幸子
吉田 沙保里 松川 知華子 （法政大）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （ジャパンビバレッジ） 柴田　瑞穂
（中京女大）

津田　香那
梶田　瑞華 井上　佳子 （東京・安部学院高）

（中京女大） （中京女大） 島田　佳代子
（日　大）

工藤 佳代子
伊調　馨 松川 絵里香 （自衛隊）

（ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （日　大） 歌田　圭純
（東京・安部学院高）

佐野 明日香
西牧　未央 新海　真美 （自衛隊）

（中京女大） （中京女大） 坂本　襟
（ワァークスジャパン）

鈴木　博恵
浜口　京子 正田　絢子 （立命館大）

（ジャパンビバレッジ） （網野クラブ） 村島　文子
（中京女大クラブ）

67

72

【女　子】

48

51

55

59

63

84 84

96 96

120 120

60 60

66 66

74 74

◎2007年
（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

55 55



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

守田　泰弘 梶　雅晴
湯元　進一 稲葉　泰弘 （日体大） 長谷川 恒平 峯村　亮 （山梨学院大）

（自衛隊） （警視庁） 清水 聖志人 （福一漁業） （神奈川大職） 尾形　翼
（クリナップ） （日体大）

内村　勇太 北岡　秀王
前田　翔吾 大館　信也 （拓　大） 佐藤　亮太 谷岡　泰幸 （クリナップ）

（日体大） （自衛隊） 菊地　憲 （日体大） （自衛隊） 城戸　義貴
（警視庁大井警察署） （自衛隊）

池松　和彦 江藤　紀友
米満　達弘 森川　一樹 （福岡大助手） 藤村　義 清水　博之 （自衛隊）

（拓　大） （山梨学院大） 小島　豪臣 （自衛隊） （自衛隊） 岡本　佑士
（K-POWERS） （拓　大）

小原　康司 渡部　友章
長島　和幸 萱森　浩輝 （自衛隊） 鶴巻　宰 金久保 武大 （日体大）

（クリナップ） （新潟・新潟県央工高教） 鈴木　崇之 （自衛隊） （日体大） 倉谷　修平
（警視庁） （日体大）

伊藤　拓也 岡　太一
小幡　邦彦 松本　篤史 （マルハン） 斎川　哲克 伊藤　諒 （拓　大）

（ALSOK綜合警備保障） （日体大） 門間　順輝 （両毛ヤクルト販売） （自衛隊） 杉平　大輔
（日体大） （国士舘大）

坂本　憲蔵 山本　雄資
松本　慎吾 下屋敷 圭貴 （自衛隊） 北村　克哉 森　保弘 （山梨学院大）

（一宮運輸） （日体大） 藤本　健治 （ＦＥＧ） （三重・朝明高教） 松永　隆司
（拓　大） （日体大）

高林　努 沢田　直樹
荒木田 進謙 相沢　優人 （日本文理大） 中村　淳志 新庄　寛和 （山口県協会）

（専　大） （日　大） 田中　譲治 （カンサイ） （自衛隊） 河野　隆太
（大東大） （青山学院大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

明尾　弥紀
坂本 真喜子 三村　冬子 （京都・網野高）

（自衛隊） （日　大） 阿部　千波
（愛知・至学館高）

関根　ゆう
堀内　優 甲斐　友梨 （自衛隊）

（京都・網野高） （アイシン・エイ・ダブリュ） 田中 亜里沙
（埼玉・埼玉栄高）

車屋　綾香
吉田 沙保里 松川 知華子 （日　大）

（ALSOK綜合警備保障） （ジャパンビバレッジ） 浜田　千穂
（東京・日本工大駒場高）

梶田　瑞華
山名　慧 中田 絵理子 （中京女大）

（中京女大） （早　大） 佐藤　文香
（愛知・至学館高）

丸山　明子
西牧　未央 工藤 佳代子 （青山学院大）

（中京女大） （自衛隊） 高橋 海里奈
（早　大）

橋本　千紘
井上　佳子 飯島　千晶 （東京・安部学院高）

（中京女大） （東京・安部学院高） 新井　明恵
（群馬・富岡実高）

鈴木　博恵
佐野 明日香 新海　真美 （立命館大）

（自衛隊） （アイシン・エイ・ダブリュ） 町田　千明

（慶　大）

59

63

67

72

120 120

【女　子】

48

51

55

74 74

84 84

96 96

55 55

60 60

66 66

◎2008年
（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】


