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４／２－４
栃木・足利市総合体育館

５／31－６／１
東京・青少年総合センター

５／29－31
東京・青少年総合センター

７／10－11
東京・青少年総合センター

５／５－６
東京・青少年総合センター

４／４－５
東京・駒沢体育館

４／２－５
東京・駒沢体育館

５／15－16
東京・中央区立総合体育館

４／１－４
東京・青山レスリング会館

６／７－９
東京・日大講堂

７／４－６
東京・青少年総合センター

６／８－10
東京・青少年総合センター

1986

1988

1990

1992

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1985

（茨城・霞ヶ浦高） （茨城・霞ヶ浦） （東京・東京工高）

小室　誠一 草間　正人 岡部　孝士

（宮崎・宮崎工） （茨城・霞ヶ浦高） （東京・京北高） （滋賀・甲西高） （早　大） （茨城・霞ヶ浦高） （茨城・霞ヶ浦）

（徳島・穴吹高） （東洋大） （新潟・巻農高）

長尾　勇気 三榊　邦明 寺尾　将幸 仲上　貴光 天谷　満博 北島　一樹 山口　幸信

高木　章夫 風見　勝利 水倉　元

（群馬・西邑楽高） （国士舘大） （秋田・秋田経法大付高） （中　大） （国士舘大） （日体大） （中　大）

（岐阜・岐阜西工高） （千葉・八千代松陰高） （青森・八戸工高）

針谷　豊 佐藤　謙二 佐藤　公一 井上　威 谷山　康隆 小柴　健二 佐藤　大

前田　利宏 藤田　和之 山地　健仁

（和歌山・笠田高） （群馬・西邑楽高） （秋田・秋田商） （群馬・西邑楽高） （日　大） （日　大） （秋田・秋田商高）

81kg級 88kg級 115kg級

松谷　憲二 松野　繁 佐藤　貢 山野　誠 小山田 美香 平塚　洋充 中島　智彦

（佐賀・鹿島実） （群馬・館林） （栃木・足利工大付）

46kg級 50kg級 54kg級 58kg級 63kg級 68kg級 74kg級

松下　文雄 仁田　昭彦 滝田　博幸

（群馬・館林高） （山形・山形商高） （青森・光星学院高） （山梨・韮崎工高） （秋田・秋田商高） （青森・光星学院高） （青森・光星学院高）

（茨城・土浦日大高） （群馬・館林高） （群馬・館林高）

関　昌弘 清水　光二 花田　秀実 清水　賢一 本間　純二 石沢　常光 津内口　隆

本田　大 仁田　昭彦 篠木　英治

（茨城・霞ヶ浦高） （日　大） （茨城・霞ヶ浦高） （中　大） （茨城・土浦日大高） （茨城・土浦日大高） （東京・東京工高）

81kg級 87kg級 +87kg級

山下　忍 金浜　良 佐々木 一郎 伊藤　琢巳 木村　孝弘 高野　謙二 岡部　政浩

（茨城・土浦日大高） （専　大）

（エスポアールの新設により、年齢区分変更）

48kg級 52kg級 56kg級 60kg級 65kg級 70kg級 75kg級

本田　多聞 三宅　勝

（国士舘大） （国士舘大） （八戸大） （日体大） （国士舘大） （日体大） （国士舘大） （法　大）

（日体大） （日　大）

石川　真一 野口　芳孝 西村　潔 内山　正美 中田　薫 樋口　直巳 水橋　徹 曽根　哲郎

安藤　正哉 宮内　輝和

（国士舘大） （大東大） （日　大） （日体大） （自衛隊） （日　大） （国士舘大） （秋田・五城目高）

（大東大） （日体大）

石川　真一 小林　利典 田中　琢優 栄　和人 山下　幸一 野崎　由明 保坂　竹道 牧野　満章

木下　敏行 山本　邦寿

（日　大） （専　大） （日　大） （日体大） （専　大） （国士舘大） （早　大） （日　大）

（中大） （自衛隊）

石川　利明 河村 稿一郎 富山　英明 海老沢 正道 高橋　恒弘 保坂　竹道 太田　章 山本　博

大湊　康訓 森　康哲

（国士舘大） （国士舘大） （日体大） （中　大） （国士舘大） （日　大） （秋田・秋田商高） （日　大）

100kg級 +100kg級

朝倉　利夫 丸山　末吉 川村　昌司 藤田　良穂 中村　伸 川田　勝也 太田　章 谷津　嘉章

（国士舘大） （大東大）

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級

平田　靖之 清水　一夫

（大東大） （日体大） （専　大） （日　大） （中 大） （専　大） （明　大） （拓　大）

（青森・八戸高） （山口・桜ヶ丘高）

藤沢　信雄 高田　裕司 太田　利光 我如古 和徳 平沼 義範 横山　勝幸 小柳 美代志 下野　正人

吉田 松永　清志

（富山・高岡商高） （三重・松阪工高） （青森・光星学院高） （静岡・稲取高） （秋田・五城目高） （青森・光星学院高） （兵庫・育英高） （専　大）

中谷　雅夫 萩原　進 太田　利光 中山　友義 菅原　陵治 小笠原　勝 大野　治 阪中　幸雄

（静岡・稲取高） （静岡・修善寺工高） （長崎・島原工高） （日　大） （明　大） （青森県協会） （静岡・稲取高）

87kg級 +87kg級

太田　弘司 植田　智 宮原　照彦 斎藤　勝彦 和田 喜久夫 千葉　幸博 伊沢　厚

全日本ジュニア選手権・ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（ジュニア・U20）　歴代優勝選手（男子フリースタイル）
※当初は「世界ジュニア選手権代表選考会」として実施（1985年はアジア・ジュニア選手権代表選考会）。1988年から「全日本ジュニア選手権」へ。1993年から「ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック」として実施

48kg級 52kg級 56kg級 60kg級 65kg級 70kg級 75kg級 81kg級



年 場　　所

年 場　　所

年 場　　所

年 場　　所

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（ジュニア）　歴代優勝選手（男子フリースタイル）２

４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

５／３－５
神奈川・明学大横浜

４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

４／28－29
神奈川・横浜文化体育館

４／27－28
神奈川・横浜文化体育館

４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

５／２－４
神奈川・日大農獣医学部

５／３－５
群馬・館林市城沼総合体育館

４／14－16
神奈川・横浜文化体育館

４／26－28
神奈川・横浜文化体育館

５／３－５
神奈川・川崎とどろきアリーナ

2001

2002

2003

2004

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1993

1994

（日　大） （福岡大）（茨城・霞ケ浦高） （山梨学院大） （日体大） （早　大） （群馬大） （拓　大）

（専　大） （東洋大）

福留　和寿 関口　祐樹 湯元　健一 佐藤　吏 尾崎　秀典 磯川　孝生 松本　真也 黒川　茂高

（徳山大） （山梨学院大） （茨城・霞ケ浦高） （立命館大） （立命館大） （日　大）

96kg級 120kg級

深沢　剛 足立　孝司 高塚　紀行 鈴木　崇之 松井　翔 松本　真也 吉田　年成 新堀　武

50kg級 55kg級 60kg級 66kg級 74kg級 84kg級

杉浦　一生

（東農大） （日体大） （日　大） （立命館大） （日体大） （拓　大） （大分・日本文理大付高） （専　大） （山梨学院大）

（南九州大） （拓　大）

下沢　宇寛 清水 聖志人 斎藤　将士 鈴木　崇之 萱森　浩輝 高橋　龍太 磯川　孝生 田中　章仁

平沢　光秀 裾分　隆仁 沢田　直樹

（神奈川大） （日体大） （日体大） （東洋大） （青山学院大） （早　大） （専　大）

鈴木　一美 清水 聖志人 菅原　剛志 川路　幸祐 長島　正彦 長島　和彦

福田　大樹

（東農大） （日体大） （山梨学院大） （山梨学院大） （日体大） （早　大） （立命館大） （国士舘大） （山梨学院大）

（中　大） （山梨学院大）

戸部　紘二 松永　共広 田岡　秀規 井上　真一 堀井　力 長島　和幸 仙波　勝敏 吉田　栄利

藤田　尚志 金親　幸嗣 登倉　公一

（徳山大） （山梨学院大） （国士大） （国士大） （東農大） （山梨学院大） （山梨学院大）

76kg級 85kg級 97kg級 130kg級

松本　良 高橋　利典 谷口　勝信 金渕　清文 飯塚　匡 小幡　邦彦

（国士大） （茨城・霞ケ浦高） （青山学院大） （山梨学院大） （専　大）

50kg級 54kg級 58kg級 63kg級 69kg級

目時　透 小幡　邦彦 中邑　真輔 小平　清貴 宍戸　将春

（静岡・沼津学園高） （日　大） （山梨学院大） （日　大） （国士大）

（桃山学院大） （東農大） （日　大） （中　大） （日体大）

松永　共広 鴻巣　伸彦 高橋　利典 太田　亮介 筧田　幸宏

大橋　理秀 武田　雅也 高田　浩也 長島　康弘 福田　清貴

（静岡・沼津学園高） （山梨学院大） （日体大） （国士大） （日体大）

70kg級 76kg級 83kg級 90kg級 115kg級

松永　共広 鈴木　猛雄 島村　豊一 金渕　清文 栗尾　直樹

（青森・光星学院高） （京都・南京都高） （群馬・関東学園高） （東京・京北高）

（エスポアールの廃止により、年齢区分変更）

49kg級 52kg級 56kg級 60kg級 65kg級

浜中　和宏 佐伯　智彦 高田　和彦 矢野　通

（静岡・沼津学園高） （岐阜・岐阜工高） （栃木・足利工大付高） （茨城・土浦日大高） （茨城・霞ヶ浦高） （埼玉・埼玉栄高）

（大阪・吹田高） （茨城・土浦日大高） （東京・京北高） （東京・京北高）

鈴木　猛雄 浅野　宗睦 船越　聡 太田　亮介 筧田　幸宏 鈴木　豊

大橋　理秀 高田　浩也 佐藤　丈治 鈴木　克彰

（青森・光星学院高） （岐阜・岐阜工高） （茨城・霞ヶ浦高） （茨城・霞ヶ浦高） （茨城・土浦日大高） （茨城・霞ヶ浦高）

（東京・京北高） （茨城・霞ヶ浦高） （群馬・関東学園高） （山形・山形商高）

松橋　弘幸 上林　浩二 北川　裕基 栗尾　直樹 吉田　征樹 小磯　孝章

野寺　隆志 土居　克也 今村　雄介 早坂　雅和

（茨城・霞ヶ浦高） （栃木・足利工大付高） （神奈川・日大藤沢高） （東農大） （東京・京北高） （山梨学院大）

（茨城・霞ヶ浦高） （国士舘大） （群馬・関東学園高） （茨城・霞ヶ浦高）

新保　道男 森田　武士 福田　雅彦 鎌田　卓也 水井　雅史 市川　敏之

小倉　哲志 小室　誠一 今村　雄介 中沢　直樹

（群馬・関東学園高） （宮崎・宮崎工高） （東洋大） （茨城・霞ヶ浦高） （茨城・土浦日大高） （日体大）

74kg級 81kg級 88kg級 115kg級

大門　龍一 長尾　勇気 北林　善之 山口　純 宮田　和幸 織山　昭仁

（以後、ＪＯＣ杯ジュニアオリンピックとして実施）

46kg級 50kg級 54kg級 58kg級 63kg級 68kg級
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（早　大） （専　大） （日　大） （日　大）

山崎 弥十朗 松雪　泰成 石黒　峻士 山本 泰丈
2017 ４／22～23

神奈川・横浜文化体育館

谷口　龍我 山口　海輝 榊　大夢 志賀 晃次郎

（千葉・日体大柏高） （千葉・日体大柏） （山梨学院大） （拓　大）

石黒　峻士 宮原　将裕

（岐阜・中京高） （福岡大） （ＪＷＡ／東京・帝京高） （山梨学院大） （早　大） （国士舘大） （日　大） （大東大）

（拓　大） （拓　大）

2016 ４／23～24
神奈川・横浜文化体育館

松井　稜 田代　拓海 乙黒　拓斗 藤波　勇飛 山崎 弥十朗 内藤　由良

山崎弥十朗 白井　勝太 園田　平 山本泰輝

（京都・網野高） （日体大） （日体大） （山梨学院大） （埼玉・埼玉栄高） （日　大）
2015 ４／25～26

神奈川・横浜文化体育館

由良　英二 長谷川 敏裕 樋口　黎 藤波　勇飛

吉川　裕介 山本　泰輝

（中京学院大） （国士舘大） （日体大） （拓　大） （拓　大） （日体大） （山梨学院大） （静岡・飛龍高）

（日　大） （近　大）

2014 ４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

平川　耶磨人 大城 　一晟 中田　陽 高谷　大地 浅井　翼 松坂　誠應

嶋田　大育 櫻庭　正義 山本　康稀 池田　雄人

（早　大） （専　大） （日体大） （早　大） （国士舘大） （日体大）
2013 ４／27－28

神奈川・横浜文化体育館

藤川　聖士 中村　倫也 中田　陽 多胡島 伸佳

120kg級

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（ジュニア）　歴代優勝選手（男子フリースタイル）３

４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

50kg級 55kg級 60kg級 66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

４／21－22
神奈川・横浜文化体育館 （日本文理大）（国士舘大） （立命館大） （山梨学院大）

４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

４／25－26
神奈川・横浜文化体育館

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

（埼玉・花咲徳栄高） （日　大）（京都・京都八幡高） （日体大） （早　大） （拓　大） （国士舘大） （日体大）

（専　大） （日　大）

中村　弦斗 森下　史祟 桑原　諒 岩渕　尚紀 嶋田　大育 佐々木 健吾 山本　康稀 岡　倫之

（静岡・飛龍高） （日　大） （拓　大） （早　大） （国士舘大） （早　大）

（日体大） （拓　大）

山崎　拓馬 矢後　匡平 鈴木　康寛 田中 幸太郎 葈沢　謙 殿村　幸城 馬場　貴大 岡　倫之

（京都・網野高） （茨城・霞ケ浦高） （早　大） （早　大） （拓　大） （早　大）

（日　大） （専　大）

西　洸大 森下　史崇 田中 幸太郎 石田　智嗣 高谷　惣亮 山口　剛 時信　光一 谷田　昇大

（京都・網野高） （日　大） （早　大） （国士舘大） （早　大） （日体大）

（専　大）

半田　守 須藤　学 松本　桂 小田　裕之 武富　隆 松本　篤史 内藤　光祥 荒木田 進謙

（京都・網野高） （京都・網野高） （日体大）

（早　大） （専　大）

大谷　健輔 青木　強 矢野　吉住 森川　一樹 高谷　惣亮 松本　篤史 亀井　謙吾 荒木田 進謙

（近　大） （日体大） （山梨学院大） （拓　大） （早　大） （日体大）

（国士大） （青森・光星学院高）

長尾 武沙士 石山　雄平 大沢　茂樹 米満　達弘 大月　葵斐 門間　順輝 浅見　哲郎 荒木田 進謙

（国士大） （専　大） （日　大） （拓　大） （日　大） （日体大）

長江　翔太 稲葉　泰弘 高塚　紀行 藤本　浩平 秋本　直樹 門間　順輝 下中　隆広 荒木田 進謙

池田　智 保坂　健

（福岡大） （日体大） （日　大） （早　大） （日　大） （徳山大）

嶋田　大育 亀山　晃弘 山本　康稀 村上　佳児

2019 ４／27～28
神奈川・横浜文化体育館

2018 ４／14～15
神奈川・横浜文化体育館

（国士舘大） （山梨学院大）
2012 ４／21－22

神奈川・横浜文化体育館

川畑　祐弥 森下　史祟

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級 79kg級 86kg級 92kg級 97kg級 125kg級

荒木大貴 小川航大 榊　大夢 基山仁太郎 三輪優翔 石黒隼士 山田修太郎 山崎祥平 二ノ宮寛斗 外山宏太

（専　大） （日体大） （山梨学院大） （日体大） （日体大） （日　大） （山梨学院大） （茨城・土浦日大高） （明　大） （東洋大）

阿部敏弥 山口海輝 徳力貫太 米澤　凌 基山仁太郎 髙橋夢大

（国士舘大） （日体大） （専　大） （早　大） （日体大） （京都・網野高） （山梨学院大） （山梨学院大） （山梨学院大） （中京学院大）

山田修太郎 谷崎　匠 大津拓馬 森　右秀



年 場　　所

年 場　　所

2021 ４／24～25
神奈川・横浜武道館

97kg級 125kg級57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級 79kg級 86kg級 92kg級

2020 ４／25～26
神奈川・横浜文化体育館

79kg級

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（ジュニア）　歴代優勝選手（男子フリースタイル）４

髙橋海大

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級

藤田龍星

86kg級 92kg級 97kg級 125kg級

2022 ４／24
神奈川・横浜武道館

弓矢健人 西内悠人 青柳善の輔
（明　大）

神谷龍之介 清水大輔 五十嵐文彌 三浦哲史 濱田豊喜
（山梨学院大） （拓　大） （中　大） （日　大）

（U20に改称）

（日体大） （高知・高知南高） （山梨学院大） （日体大） （三重・いなべ総合学園高）

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


