
年 期日・場所

1946年 11／３

（昭21） 兵庫・西宮市体育館

1947年 10／30～11／３

（昭22） 石川・金沢四高

1948年 10／29～11／３

（昭23） 福岡・大牟田市

1949年 10／30～11／３

（昭24） 東京

1950年 10／28～11／１

（昭25） 愛知

1951年 10／27～31

（昭26） 広島・

1952年 10／19～23

（昭27） 宮城・仙台育英高

1953年 10／22～26

（昭28） 徳島・池田高

1954年 ８／22～26

（昭29） 北海道

1955年 10／30～11／３

（昭30） 神奈川・秦野市体育館

 

年 期日・場所

1956年 10／28～11／１

（昭31） 兵庫・西脇中

1957年 10／27～30

（昭32） 静岡・掛川西高

1958年 10／26～29

（昭33） 富山・滑川高

1959年 10／26～29

（昭34） 東京・東京教育大

1960年 10／23～27

（昭35） 熊本・玉名中

矢部　賢

（静岡）

門尾　賢伍

（北海道）

川野　俊一

市原　要

（兵庫）

（千葉） （北海道） （新潟）

（東京）（大阪） （千葉） （新潟）

風間　栄一

市原　要 松江　喜久弥 霜鳥　武雄武藤　清助

ウエルター級

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手
バンタム級 フェザー級 ライト級

土肥　善晴帽田　次郎 岩橋　健爾 村田　恒太郎

風間　栄一

団　　体　　戦　　の　　み　　実　　施

（兵庫） （東京）

ミドル級

団　　体　　戦　　の　　み　　実　　施

団　　体　　戦　　の　　み　　実　　施

（東京）

フライ級

帽田　次郎

（新潟）

（新潟） （愛知） （山形） （千葉）

団　　体　　戦　　の　　み　　実　　施

団　　体　　戦　　の　　み　　実　　施

霜鳥　武雄飯田　和夫

（岡山） （東京） （鹿児島）

多賀　啓民 北岡　太二

笹原　正三 川野　茂諸戸　祝生

風間　栄一

（千葉）

永里　高平 福田　建三川野　茂

（岐阜）

ライトヘビー級

（新潟） （千葉）

小倉　国男

（新潟）

ヘビー級

岡田　七郎

（群馬）

フェザー級

北岡　太一

（東京）

小倉　国男

（東京）

フライ級 バンタム級

横山　勝利 橋本　秀顕

（大阪） （大阪）

（新潟）

笹原　正三 川野　茂

ミドル級ライト級

永井　隆

（秋田）

ウエルター級

（山形） （千葉）

（神奈川）

諸戸　祝生 本橋　元一 笹原　正三 笠原　茂 渡辺　和義 川野　茂

（大阪） （埼玉） （山形）

（千葉） （新潟）

（岐阜）

平田　孝 沼尻　武 飯塚　実 本橋　元一 笠原　茂

（北海道） （新潟）

小笠原 悦富 永里　高平 鈴木　啓三

（北海道）

風間　貞夫

小倉　国男

（青森）

黒田　汎

三宮　駿

（千葉）

（神奈川） （新潟）

石沢　二郎 松尾　精久 阿倍　一男 渡辺　修 青海　上 川野　俊一

（埼玉） （新潟）

重岡　完治

（神奈川） （茨城） （新潟） （埼玉） （新潟） （岐阜） （富山） （山口）

原田　紀之

利　光紀 大橋　弘次 矢田　良彦

（新潟）

島倉　鶴久

（東京）

風間　貞夫

（神奈川） （群馬） （大阪） （新潟） （新潟）

阿部　一男 青海　上 川野　俊一

（新潟） （神奈川）（北海道）



年 期日・場所

1961年 10／９～12

（昭36） 秋田・五城目一中

1962年 10／22～25

（昭37） 岡山・笠岡中

1963年 10／28～31

（昭38） 山口・光市光製鉄所体育館

1964年 ６／７～10

（昭39） 新潟・新潟高

1965年 10／25～28

（昭40） 岐阜・加茂高

1966年 10／24～27

（昭41） 大分・佐伯鶴城高

1967年 10／23～26

（昭42） 埼玉・飯能市民体育館

1968年 10／２～５

（昭43） 福井・金津町体育館

1969年 10／27～30

（昭44） 長崎・長崎高

年 期日・場所

1970年 10／11～14

（昭45） 岩手・宮古水産高

1971年 10／24～27

（昭46） 和歌山・粉河町立体育館

1972年 10／23～26

（昭47） 鹿児島・枕崎高

1973年 10／15～16

（昭48） 千葉・佐倉高

1974年 10／21～24

（昭49） 茨城・笠間市民体育館

1975年 10／27～30

（昭50） 三重・三重県立体育館

1976年 10／25～28

（昭51） 佐賀・鹿島市民体育館

磯貝　頼秀

（千葉・早大）

磯貝　頼秀

（千葉・早大）

磯貝　頼秀

谷　公市

（和歌山・粉河教）

茂木　優

谷　公市

（和歌山・県教育庁）

斎藤　真

（千葉・浦安高教）

斎藤　真

（千葉・ゼネラル石油）

磯貝　頼秀

（埼玉・自衛隊） （千葉・浦安高教）

磯貝　頼秀

（三重・自衛隊） （秋田・早大）

太田　章

菅原 弥三郎

（秋田・国士舘大）

（千葉・ゼネラル石油）

鎌田　誠

（千葉・ゼネラル石油）（埼玉・自衛隊）

茂木　優 鎌田　誠

（東京・国士舘大教）

100kg以上級

（千葉・早大）

磯貝　頼秀佐藤　明弘 鎌田　誠

68kg級 82kg級74kg級

（埼玉・大東大教） （北海道・中大）

（静岡・日体大） （岩手・国士舘大）

工藤　章 佐々木　禎

（岩手・専大） （群馬・日体大）

工藤　章 佐々木　禎 前川　健吉高田　裕司

（秋田・国士舘大） （和歌山・和歌山県教委）

永野　要祐 茂木　優

（秋田・国士舘大）

（秋田・秋田商高教）

茂木　優

（秋田・国士舘大）

100kg級

佐々木 龍雄

（埼玉・自衛隊）

矢田　静雄茂木　優

伊達 治一郎

（大分・国士舘大）

安部　段一

（宮城・千鳥まんじゅう）

出河　満男

（和歌山・県教育庁）

工藤　章 高田　裕司 佐々木　禎 斎藤　勝彦

（岩手・専大） （群馬・日体大） （静岡・日体大）

梅田　昭彦 加藤 喜代美 柳田　英明

石橋　孝 渥美　敏範

（岩手・専大） （静岡・日体大） （岐阜・羽島高教）

藤沢　信雄 高田　裕司 田中　忠道 堀井　健一 小泉　清一 伊達 治一郎

（千葉）

48kg級 52kg級

加藤　光利 阿部　巨史

（新潟・明大）

（北海道）

（山口） （富山） （埼玉）

（新潟） （秋田）

57kg級 62kg級 90kg級

田代　俊郎 石川　忠男 青海　上

（新潟）

磯貝　頼秀

（鹿児島・米盛商事） （北海道・専大） （秋田・明大） （兵庫・関学大）

清水　一夫

（埼玉・自衛隊） （宮城・日大） （鹿児島・米盛商事）

（埼玉・自衛隊）

（埼玉・自衛隊）

（秋田・国士舘大） （青森・国士舘大）

（新潟・明大） （愛知・アイシン精機）

（秋田・秋田経大付高教）

（福岡・福岡大教）

出河　満男

（秋田・国士舘大） （埼玉・自衛隊）

菅原 弥三郎

和田 喜久夫 吉田　敏忠

小柳 美代志 畠山　仁美

菅沼　啓安 和田 喜久夫 出河　満男

（秋田・秋田商高教）

（新潟・明大）

和田 喜久夫

茂木　優藤沢　信雄 刈場　勇光 山路　明 多賀　恒雄

中島　俊美 田中　忠道

（埼玉・自衛隊） （岡山・大東大）

（静岡・大東大） （青森・自衛隊） （鹿児島・国士舘大） （新潟・明大） （秋田・秋田経法大付高教） （秋田・明大）

（神奈川）

風間　貞夫 石川　忠男松原　正行 斎藤　嘉章 堀内　岩雄

堀内　岩雄

（富山）

大塚　勇

（新潟） （埼玉） （神奈川） （神奈川）

大塚　勇

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手（２）

（神奈川）

阿部　一男 川口　恭三 川野　俊一

佐々木　龍雄

（埼玉）

阿部　一男 佐々木　龍雄 川野　俊一 開　健次郎福田　富昭 渡辺　長武 中山　信吾

（富山） （北海道）

今泉　雄策

（東京）

吉田　義勝

（神奈川） （新潟）

藤田　嘉雄梶川　雅史

（大阪）

（岡山）

（神奈川）

フライ級 バンタム級 フェザー級 ライト級 ウエルター級 ミドル級 ライトヘビー級 ヘビー級

利　光紀

（千葉） （新潟）

福田　富昭 森田　武雄 阿部　治男

（宮城） （富山） （新潟） （千葉） （秋田）

（千葉）

吉田　義勝

佐々木　龍雄 妹尾　武三郎

大塚　勇

（富山） （群馬） （新潟）

勝村　靖夫 福田　富昭

（富山） （千葉） （岐阜）

（埼玉） （新潟）

（秋田）（福岡）

金子　正明 堀内　岩雄 伊藤　勝春 渡辺　保夫

（秋田） （岐阜） （福岡）（大分） （埼玉） （新潟）

柳田　英明 池田　博志 金子　正明 飛田　義治

（山口） （埼玉）

渡辺　保夫 殿村　明大

伊藤　義人 川野　俊一山縣　盛治 佐々木　龍雄

佐々木　龍雄 野島　憲三

（山口） （埼玉）

吉田　嘉久 田中　忠道 金子　正明 河内　政彦

（神奈川） （福岡） （埼玉） （新潟）

平塚　博 石川　忠男

（茨城） （岐阜） （群馬） （愛知） （千葉） （富山） （東京） （千葉）

安　　元 中島　俊美 森田　武雄 吉田　敏忠 伊藤　勝春 野尻　修一

矢田　静雄

（埼玉・自衛隊） （福岡・福岡大教） （群馬・舘林高教） （北海道・） （愛知・日大） （富山・日大） （長崎・島原工高教）

（群馬。日体大）

（愛知・日体大）

伊藤　昭 吉田　敏忠 野尻　修一 伊藤　義人

（秋田・秋田商） （千葉・ゼネラル石油）

斎藤　勝彦

中田　茂男 田中　忠道 森田　武雄

（静岡・大東大） （福岡・福岡大教）



年 期日・場所

1977年 10／３～６

（昭52） 青森・八戸工大

1978年 10／16～19

（昭53） 長野・小諸市総合体育館

1979年 10／15～18

（昭54） 宮崎・日南工高

1980年 10／13～16

（昭55） 栃木・足利工大

1981年 10／14～17

（昭56） 滋賀・甲賀町公園体育館

1982年 10／３～７

（昭57） 島根・川本高

1983年 10／16～19

（昭58） 群馬・城沼総合体育館

1984年 10／13～16

（昭59） 奈良・河合町

1985年 10／21～24

（昭60） 鳥取・赤碕町農業者ＴＣ

1986年 10／13～16

（昭61） 山梨・高根町民体育館

1987年 10／26～29

（昭62） 沖縄・本部高

1988年 10／16～19

（昭63） 京都・弥栄町社会体育館

1989年 ９／18～19

（平元） 北海道・岩内中央小

1990年 10／22～25

（平２） 福岡・北九州国際大

1991年 10／13～16

（平３） 石川・志賀町総合体育館

1992年 10／５～８

（平４） 山形・山形商高

朝倉　利夫 刈場　勇光 富山　英明

（鹿児島・国士舘大） （青森・自衛隊） （茨城・日大） （新潟・日大） （青森・八戸工） （青森・八戸工）

多賀　恒雄 小泉　清一 海沼　邦彦

（青森・八戸市体育館） （栃木・日大）

吉田　幸雄 谷津　嘉章

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手（３）

入江　隆 清水　清人 富山　英明 宮原　章

太田　章 谷津　嘉章

（岡山・岡山日大高教）

小泉　清一入江　隆 清水　清人 富山　英明 山崎　徳夫

（秋田・早大） （栃木・足利工大研）（茨城・自衛隊） （徳島・自衛隊）

海沼　邦彦 藤田　末広

小柳 美代志 茂木　優

（栃木・日大）

藤田　末広 太田　章 谷津　嘉章

森　康哲

（茨城・自衛隊） （宮崎・日南高教） （茨城・日大） （和歌山・成東中教） （青森・八戸工高教） （青森・自衛隊）

（茨城・自衛隊） （秋田・早大） （栃木・足利工大研） （和歌山・県教育庁）

石川　利明 元沢　正樹 富山　英明 川村　昌司 宮原　章 岸本　茂範

茂木　優 鈴木　光 平山　進

松永　清志

（栃木・日大） （埼玉・自衛隊） （茨城・日大研） （栃木・宇都宮農高教） （秋田・松永製あん） （北海道・中大）

（秋田・秋田商高教） （茨城・ユナイテッドスチール） （滋賀・県体育館） （滋賀・県体育館）

入江　隆 清水　清人 上野　宏一 栄　和人 上村　政和 南　正昭

茂木　優 山本　隆 森　康哲

山本　邦寿

（茨城・自衛隊） （宮崎・日南高教） （青森・日体大） （鹿児島・日体大） （鹿児島・日大） （宮崎・都城高教）

（秋田・秋田商高教） （島根・県立武道館） （徳島・山瀬農協） （大阪・大体大）

石川　利明 清水　清人 上野　宏一 栄　和人 宮原　章 樋口　直巳

茂木　優 鈴木　光 本田　多聞

石森　宏一

（栃木・足利工大付高教） （宮崎・日南高教） （群馬・舘林高教） （鹿児島・日体大） （秋田・松永製あん） （三重・日体大）

石川　利明 佐藤　満 上野　宏一 栄　和人 杉野　浩吉 樋口　直巳

（埼玉・自衛隊） （奈良・県体協） （秋田・秋田商高教） （茨城・ユナイテッドスチール） （茨城・日大） （大阪・大体大）

小林　孝至 清水　清人 角地山　豊 栄　和人 本田　多聞

石森　宏一

（栃木・足利工大付高教） （秋田・日体大） （群馬・舘林高教） （奈良・県体協）

（茨城・日大） （宮崎・日南高教） （青森・日大） （奈良・県体協）

菊地　隆

森　康哲

（山梨・県運動場） （奈良・県体協） （和歌山・県体育館） （秋田・秋田商高教） （茨城・日大） （徳島・山瀬農協）

五位塚　悟 樋口　直巳 菊地　隆

（神奈川・横須賀工高教） （神奈川・厚木高教）

安田 紀久夫

（山梨・韮崎工高教） （三重・桑名工高教） （山梨・韮崎工高教）

小林　孝至 清水　清人 角地山　豊 安達　巧 五位塚　悟 樋口　直巳

（山梨・県教委）（茨城・ユナイテッドスティール） （宮崎・日南高教） （東京・警視庁） （鹿児島・日体大）

多賀　恒雄

清水　清人沖山　功 朝倉　利夫 栄　和人

（茨城・日体大） （宮崎・日南高教） （東京・国士舘大教） （奈良・県教委）

130kg級

（和歌山・県教育庁） （和歌山・笠田高教）

鈴木　光

（青森・日大） （岡山・日体大）

（秋田・松永製あん） （栃木・宇都宮農高教）

赤石　明雄 千葉　裕司

有本　良好赤石　光生 平山　宣伸

茂木　優

森　康哲

（茨城・日大）

石井　信也

（徳島・山瀬農協）

本田　多聞

本田　多聞 猿田　充有延　伸一 高橋　信明 菊地　隆 浅沼　俊幸石川　真一 上島　一敏 金浜　良 栄　和人

（青森・国士舘大） （埼玉・自衛隊）（岩手・太田の園） （沖縄・西里建築） （青森・日大） （奈良・県教委） （福岡・国士舘大）

（和歌山・県教育庁） （山梨・東山教育事務所）

菊地　隆 赤石　明雄

（京都・専大）

中西　学

（山梨・甲府一高教）

喜多　龍昭 坂木　勇夫 佐々木 一郎 栄　和人 嶺岸　武 高橋　信明

（青森・専大）

奈良　英則

（和歌山・県教育庁）

水野　将嘉

（長崎・島原工高教） （長崎・専大）

（和歌山・県教育庁）

（東京・警視庁）（茨城・日体大） （奈良・県教委） （茨城・日体大） （青森・県協会）

菊地　隆山下　忍 上島　一敏 角地山　豊 奥山　恵二

（和歌山・県教育庁） （山梨・東山教育事務所）

赤石　明雄五位塚　悟 原　喜彦

（茨城・日体大）

樋口　直巳

（埼玉・自衛隊）

中西　学 鋤崎　太

中西　学 本田　多聞

赤石　明雄

（沖縄・那覇西高教） （東京・警視庁） （茨城・日体大） （山梨・農林高教） （新潟・新潟北高教）

喜多　龍昭 佐々木 一郎 中井　直也 太田　拓弥 原　喜彦

（長崎・島原工高教） （神奈川・早大） （香川・県スポーツ事業団） （京都・同志社大） （茨城・日体大） （新潟・新潟北高教）

若松　正 笹山　秀雄 佐々木 一郎 奥山　恵二

（香川・県スポーツ振興財団） （山形・山形南高）

（福岡・ローム福岡）

水橋　徹 小幡　弘之

（和歌山・県教育庁）

小柴　健二 原　喜彦 伊藤　敦 赤石　明雄

（三重・桑名工高教） （山梨・長田玉夫商会）

浅沼　俊幸 小幡　弘之

（千葉・三田中教）（京都・府体協） （山梨・長田玉夫商会）

角崎　朋博 伊藤　敦

（新潟・新潟北高教）

山下　忍 坂木　勇夫 金浜　良 奥山　恵二

（山形・東根工高教） （京都・府体協）

（鹿児島・東洋大） （群馬・日体大）（埼玉・自衛隊）

（香川・県スポーツ財団） （長崎・県警） （山形・ユニマット） （山形・山形南高） （広島・ヤマサン） （新潟・新潟北高教）

（茨城・自衛隊） （鹿児島・日体大） （茨城・日大） （新潟・国士舘大）

100kg級 100kg以上級

谷津　嘉章清水　一夫

（秋田・秋田商高教） （秋田・早大）

太田　章

茂木　優

（秋田・秋田商） （茨城・日大）

74kg級 82kg級

（東京・警視庁）

吉本　收 原　喜彦

（埼玉・自衛隊）

（東京・警視庁）

90kg級48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級



年 期日・場所

1993年 10／25～28
（平５） 徳島・池田町総合体育館

1994年 10／30～11／２

（平６） 愛知・常滑市民体育館

1995年 10／15～18

（平７） 福島・田島中

1996年 10／13～16

（平８） 広島･大崎町中野小

1997年 10／26～2９

（平９） 大阪・吹田市北千里体育館

年 期日・場所

1998年 10／25～28

（平10） 神奈川・逗子アリーナ

1999年 10／24～27

（平11） 熊本・玉名市総合体育館

2000年 10／15～18

（平12） 富山・黒部市ＹＫＫ体育館

2001年 10／14～17

（平13） 宮城・宮城産業交流センター

2002年 10／27～30

（平14） 高知・宿毛高

年 期日・場所

2003年 10／26～29

（平15） 静岡・東伊豆勤労者体育センター

2004年 10／24～27

（平16） 埼玉・新座市民体育館

2005年 10／23～26

（平17） 岡山・倉敷市水島緑地福田公園体育館

2006年 10／１～４

（平18） 兵庫・猪名川町文化体育館

2007年 10／５～８

（平19） 秋田・秋田周辺広域市町村圏五城目体育館

藤田　和之

68kg級

佐藤　公一 佐々木 一郎山下　忍 和田　貴広 吉本　收 太田　拓弥

（新潟・新潟北高教） （千葉・新日本プロレス職）

原　喜彦 茂野　充宏 小幡　弘之

（山形・東根工高教） （群馬・日体大）

角崎　朋博 川合　達夫

（東京・警視庁）（和歌山・国士舘大）

浅沼　俊幸 小幡　弘之山方　政人

（秋田・日体大） （香川・香川中央高教） （鹿児島・国士舘大） （広島・ヤマサン） （東京・日体大助）

佐伯　豊 佐藤　公一 入江　格 坪井　勇 小柴　健二

（香川・香川県庁）

（茨城・日大） （秋田・日体大）

（東京・新日本プロレス職）

（東京・警視庁）（福島・平商高教） （福島・四倉高教） （群馬・新日本プロレス職） （福岡・日体大）

角崎　朋博

（埼玉・自衛隊）

戸井田 昌教 南　大士郎 石嶋　勇次 坪井　勇

（山形・東根工高教） （群馬・日体大）

川合　達夫勝　龍三郎 太田　拓弥

（茨城・国士大） （東京・警視庁）

川合　達夫 吉田 清太郎

藤田　和之 小幡　弘之

和田　敏行田岡　師範 石嶋　勇次 横瀬　二郎 織山　昭人 小柴　健二 中尾　芳弘戸井田 昌教

（秋田・日体大） （広島・フジキチ）

（山梨・綜合警備保障）

（神奈川・日体大） （山梨・綜合警備保障） （福島・四倉高教） （山梨・綜合警備保障） （茨城・霞ヶ浦高教）

勝　龍三郎吉本　收

（北海道・山梨学院大） （茨城・国士舘大） （山梨・綜合警備保障） （広島・広島ガスプロパン）

（茨城・クリナップ） （埼玉・自衛隊） （福島・田島高教）

吉田 清太郎

（群馬・日体大助手）

横山　秀和 川合　達夫

（埼玉・自衛隊） （福島・クリナップ）

54kg級 58kg級 63kg級 69kg級

（秋田・国士舘大）

佐伯　豊 田村　茂一 石嶋　勇次 坪井　勇 早坂　雅和

76kg級 85kg級 97kg級 130kg級

（山形・日大）（秋田・秋田経法大付高教）（神奈川・小又設計） （山梨・綜合警備保障） （群馬・日体大助） （秋田・国士舘大）

川合　達夫

（福島・クリナップ） （和歌山・県教育庁） （山梨・綜合警備保障） （和歌山・自営） （東京・拓大）

（群馬・日体大助）

（秋田・秋田経法大付高教） （群馬・日体大助）

（東京・拓大）

田南部　力 横瀬　二郎 和田　貴広 勝　龍三郎 太田　拓弥 横山　秀和

川合　達夫 鈴木　克彰

（埼玉・自衛隊)

鈴木　克彰

（東京・警視庁）

(新潟・県体協） （青森・国士舘大） （和歌山・県教育庁） （和歌山・県教育庁） （秋田・秋田経法大付高教）

田村　茂一 関川　博紀 金渕　清文 和田　貴広 太田　拓弥 横山　秀和

（和歌山・県教育庁） （秋田・秋田市役所）

（千葉・読売千葉広告社）

松永　共広 谷　和典 宮田　和幸 小幡　邦彦

（茨城・山梨学院大）

（埼玉・自衛隊）

鈴木　賢一

戸井田 昌教 関川　博紀 栗尾　直樹 和田　貴広 横山　秀和 川合　達夫 篠崎　正二

（宮城・県体協） （和歌山・県教育庁）（富山・宮越工芸） (新潟・三条工高教）

（福島・クリナップ）

太田　拓弥

鈴木　豊 川合　達夫

（群馬・板倉高教）

宮田　和幸 小幡　邦彦

（埼玉・自衛隊）

小平　清貴横山　秀和嶋村　豊一

松永　共広 関川　博紀 栗尾　直樹

（静岡・日体大） (新潟・三条工高教） （宮城・ヤマキエンタープライズ） （群馬・板倉高教）

（茨城・土浦日大高教）

工藤　祐士

74kg級55kg級

松永　共広

60kg級

井上　謙二

諏訪間 幸平

（茨城・山梨学院大） （秋田・秋田商高教） （東京・警視庁） （福島・クリナップ）

（秋田・秋田商高教）

諏訪間　幸平

96kg級 120kg級

小平　清貴

(熊本・田浦中教） （静岡・日体大） （茨城・日大） （福島・クリナップ）

天谷　満博

（埼玉・自衛隊）(静岡・静岡県協会） （東京・警視庁）

66kg級

（岡山・高松農高教）

84kg級

横山　秀和

山本　英典 鈴木　崇之 鈴木　豊 小平　清貴 田中　章仁

（福岡・専大）（秋田・秋田商高教）

大沢　茂樹 池松　和彦

横山　秀和

(埼玉・自衛隊） （埼玉・自衛隊） （京都・立命館大） （埼玉・自衛隊）

（福岡・専大）

横山　秀和齊藤　将士

（東京・警視庁）

鈴木　豊

(東京・東京都協会） （山梨・山梨学院大） （福岡・Ｋ―ＰＯＷＥＲＳ） （岡山・高松農高教）

桜井　浩二

吉田　清太郎

（秋田・秋田商高教）（山梨・綜合警備保障）

工藤　祐士 小平　清貴 田中　章仁

（秋田・秋田商高教） （東京・警視庁）

磯川　孝生

（秋田・秋田市役所）

吉田　清太郎

（熊本・拓大） （秋田・秋田市役所）(和歌山・拓大） （和歌山・日体大） （青森・光星学院高教） （長野・拓大） （埼玉・自衛隊）

高橋　龍太 小幡　邦彦 横山　秀和

（茨城・専大） （埼玉・自衛隊） （静岡・拓大） （埼玉・自衛隊）

湯元　健一

稲葉　泰弘

杉谷　武志

金渕　清文湯元　進一

100kg級

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手（４）

大館　信也 藤本浩平

130kg級74kg級 82kg級 90kg級

（福島・クリナップ）

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級



年 期日・場所

2008年 ９／28～10／１

（平20） 大分・佐伯市総合体育館

2009年 ９／27～30

（平21） 新潟・新潟市白根カルチャーセンター

2010年 10／１～４

（平22） 千葉・佐倉市民体育館

2011年 10／２～５

（平23） 山口・周南市新南陽体育館

2012年 ９／30～10／３

（平24） 岐阜・中津川市東美濃ふれあいセンター

2013年 10／４～７

（平25） 東京・文京スポーツセンター 

年 期日・場所

2014年

（平26）

10／13～16
長崎・島原復興アリーナ

※台風のため１位が８人

2015年 ９／27～30

（平27） 和歌山・那智勝浦町文化体育会館

2016年 10／７～10

（平28） 岩手・宮古市総合体育館

2017年 10／７～10

（平29） 愛媛・宇和島市総合体育館

山本 泰輝

（東京・日体大） （山梨・山梨学院大） （山梨・山梨学院大） （三重・山梨学院大） （秋田・秋田市消防本部） （滋賀・拓大） （静岡・拓大）

長谷川敏裕 乙黒 拓斗 乙黒 圭祐 藤波 勇飛 門間 順輝 園田　平

田中 哲矢

（三重・ＡＬＳＯＫ） （三重・青山学院大） （三重・山梨学院大） （京都・拓大） （埼玉・早大） （滋賀・拓大） （鹿児島・自衛隊）

高橋 侑希 成國 大志 藤波 勇飛 浅井　翼 山﨑 弥十朗 園田　平

荒木田 進謙

（大阪・日体大） （和歌山・自衛隊） （福島・クリナップ） （秋田・早大） （秋田・秋田消防本部） （岐阜・岐阜工高教） （東京・警視庁）

樋口　黎 湯元 進一 多胡島 伸佳 門間 順輝 鈴木 聖二

（山梨・綜合警備保障）（福島・クリナップ）

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手（５）

120kg級

（青森・専大）（山口・山口県協会）

小幡 邦彦

84kg級 96kg級

長島 和幸

55kg級 60kg級 66kg級 74kg級

門間 順輝 磯川 孝生

磯川 孝生 荒木田 進謙

高林　努

（長野・NEWS～DERI） （埼玉・自衛隊） （山口・K～POWERS） （東京・警視庁） （秋田・秋田市役所） （山口・徳山大職） （岡山・ミヨシ商事）

小島 豪臣 鈴木 崇之

（徳島・国士大大学院）

（山口・山口県協会） （愛知・ニューギン） （山口・K-POWERS） （京都・拓大） （秋田・城東消防署） （山口・徳山大職） （青森・専大ク）

富岡 直希 湯元 進一

鈴木 崇之 小幡 邦彦 下屋敷 圭貴 下中 隆広

（埼玉・自衛隊） （和歌山・綜合警備保障） （東京・警視庁）

田岡 秀規 湯元 健一 金渕 清文

（東京・警視庁） （茨城・山梨学院大） （山口・周南システム産業）

稲葉 泰弘

（青森・光星学院高教）

大沢 茂樹 小島 豪臣

守田 泰弘 前田 翔吾 小島 豪臣 高谷 惣亮 門間 順輝 磯川 孝生 荒木田 進謙

（山梨・綜合警備保障） （青森・日体大）

高橋 侑希 高塚 紀行 石田 智嗣 高谷 惣亮 松本 篤史

（三重・山梨学院大） （茨城・自衛隊） （東京・警視庁警察学校） （京都・ＡＬＳＯＫ） （群馬・ＡＬＳＯＫ） （岐阜・早大）

田中 幸太郎 山中 良一 松本 篤史 山口　剛

山口　剛 磯川 孝生

（山口・徳山大学職）

荒木田 進謙

86kg級 97kg級

（三重・山梨学院大） （東京・日大） （京都・阪神酒販） （愛知・日体大） （群馬・ＡＬＳＯＫ） （岐阜・ブシロード）

森下史崇

（茨城・ぼてぢゅう&Bum’s）

樋口　黎

　　（大阪・日体大）

入江雄平

　　（長崎・三会中教）

西山凌大

　　（香川・拓大）

守田泰弘

（和歌山・和歌山県教育庁）

前田頼夢

　　（福井・日大）

大城一晟

　　（沖縄・国士舘大）

高橋侑希

（三重・山梨学院大）

山本康稀

　　（北海道・日大）

佐々木健吾

　　（岡山・自衛隊）

磯川孝生

　　（山口・徳山大職）

橋本翔太

　　（福井・日大）

赤熊猶弥

　　（埼玉・自衛隊）

坂本憲蔵

　　（大分・自衛隊）

松本　岬

　　（長崎・島原高教）

福井裕士

　　（奈良・自衛隊）

（東京・警視庁）

高橋 侑希 池田　智

125kg級57kg級 61kg級 65kg級 74kg級

時信光一

（岡山・山陽宇部菱）

宮原将裕

　　（千葉・大東大）

下中隆広

（神奈川・横浜刑務所）

安田　翔

　　（鳥取・国士舘大）

櫻井紀宏

　　（新潟・警視庁）

角原克己

（福島・JA会津いいで）

馬場貴大

　　（長崎・島原高職）

金沢勝利

　　（岩手・自衛隊）

有元伸悟

　　（大阪・近大）

鴨居正和

（香川・山梨学院大）

松本　桂

　　（長崎・島原高教）

中田　陽

　　（兵庫・日体大）

阿部宏隆

　　（茨城・国士舘大）

高安直人

　　（千葉・高安組）

荻原皐希

　　（静岡・専大）

菊地　憲

（秋田・秋田県協会）

前田翔吾

　　（福島・クリナップ）

紺野孝太

　　（富山・日大）

横山　太

（岡山・おかやま山陽高教）

濵本　豊

（山口・山口県体協）

川村倫平

　　（静岡・拓大）

栗森幸次郎

　　（秋田・三恵海運）

秋元優介

　　（栃木・明大）

山縣良嗣

　　（神奈川・日大）

山中良一

　　（愛知・日体大教）

中村百次郎

　　（佐賀・日体大）

山下俊介

　　（茨城・国士舘大）

多胡島伸佳

　　（秋田・早大）

砂川航祐

（千葉・柏日体高教）

松尾侑亮

　　（三重・専大）

小島豪臣

（神奈川・中原養護学教）

木下貴輪

（鹿児島・山梨学院大）

岡嶋勇也

　　（滋賀・拓大）

奈良部嘉明

（茨城・築西広域消防本部）

奥井眞生

（和歌山・国士舘大）

元井淳貴

　　（京都・徳山大

澤田一矢

　　（富山・富山県警）

永田裕城

　　（埼玉・自衛隊）

白井勝太

　　（福井・日大）

村山貴裕

　　（青森・大東大）

前田 翔吾



年 期日・場所

2018年 9／30－10／3

（平30） 福井・おおい町総合運動公園体育館

2019年 9／28－10／1

（令元） 茨城・アダストリアみとアリーナ

2020年 10／４－５

（令２） 鹿児島・日置市吹上浜公園体育館

2021年 ９／11－14

（令３） 三重・津市サオリーナ

2022年 10／２－５

（令４） 栃木・FUKAI SQUARE GARDEN 足利

石黒峻士

（佐賀・山梨学院大） （千葉・日体大） （高知・日体大） （佐賀・日体大） （埼玉・自衛隊） （千葉・日大） （東京・新日本プロレス職）

小野正之助 田南部魁星 清岡幸大郎 小柴伊織 石黒隼士 吉田アラシ

65kg級 74kg級 86kg級 97kg級 125kg級

新井陸人 藤田雄大 鴨居正和 伊藤　駿 松坂誠應 園田　平 山本泰丈

57kg級 61kg級

（鹿児島・日体大） （三重・青山学院大） （香川・自衛隊） （京都・早大） （長崎・自衛隊） （滋賀・自衛隊）

長谷川敏裕 安楽龍馬 木下貴輪 石黒隼士 吉田ケイワン 山本泰輝

（静岡・自衛隊）

国民体育大会（成年フリースタイル） 歴代優勝選手（６）

（三重・自衛隊） （東京・日体大大学院） （山梨・早大） （鹿児島・クリナップ） （東京・日大） （千葉・日大）

（北海道・日大）

藤田雄大

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


