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（福岡・北九州高）

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック（カデット）　歴代優勝選手（男子グレコローマン）

（秋田・明桜高） （岩手・種市高）（兵庫・育英高） （静岡・焼津水産高） （香川・多度津工高）

（秋田・秋田商高） （沖縄・浦添工高）
花山　和寛 細谷 翔太朗青木　成樹 米山　聡教

（愛媛・八幡浜工高） （埼玉・花咲徳栄高）
大坂　昂 赤嶺　希

（奈良・添上高） （静岡・三島高） （静岡・焼津中央高） （群馬・前橋西高） （静岡・飛龍高） （山梨・韮崎工高）
中野　智章 金沢　翔太2008 ４／26－27

神奈川・横浜文化体育館

香川　智彦 天野　敬太

井上　貴尋 佐藤　保孝
（山梨・北杜高） （静岡・稲取高） （新潟・白根高） （奈良・大和広陵高）

音泉　秀幸 小森　大祐 敦賀屋 大一郎 金沢　勝利2007 ４／21－22
神奈川・横浜文化体育館

橋本 幸太朗 石井　伴直 小千田 星真 川村　悠人

（群馬・関東学園大付高） （京都・立命館宇治高） （奈良・大和広陵高） （岐阜・中津商高） （鳥取・鳥取中央育英高） （福島・田島高）
富塚　拓也 石田　智嗣 田中　正敏 山口　剛 岩間　奨平 福田　広樹2006 ４／22－23

神奈川・横浜文化体育館

三井　雅人 友沢　貴仁 船木　尋仁 加藤　郷典
（山梨・韮崎工高） （静岡・稲取高） （秋田・秋田商高） （三重・四日市四郷高）

（山口・山口鴻城高） （滋賀・栗東高） （愛媛・今治工高） （北海道・根室高） （京都・南京都高） （兵庫・育英高）
竹下　英嗣 横山　大士 中野　裕仁 菊地　心 鈴木　啓仁 近田　真基2005 ４／23－24

神奈川・横浜文化体育館

雨宮　和貴 矢後　匡平 梶　雅晴 中井　伸一
（山梨・北杜高） （千葉・柏二中） （兵庫・育英高） （東京・京北高）

（兵庫・育英高） （岐阜・中津商高） （京都・立命館宇治高） （静岡・修善寺工高）
成瀬　一彦 長谷川 大輝 原田　潤 松家　達也

（埼玉・埼玉栄高） （大阪・大阪市立高） （愛媛・今治工高） （香川・高松北高）

（栃木・足利工高） （愛媛・今治工高） （愛媛・今治工高）

井上　智裕
（静岡・焼津水産高）

2004 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

牧瀬　裕樹 田口　敏生 渡辺　翔太 大野　良治【出場なし】

斎川　哲克 越智　誠 渡辺　達也
（兵庫・育英クラブ） （千葉・木間ケ瀬中） （神奈川・磯子工高） （滋賀・日野高） （広島・福山明王台高） （熊本・玉名工高） （神奈川・日大藤沢高）

（徳島・池田高）

2003 ４／26－27
神奈川・横浜文化体育館

梶　雅晴 菊池　賢人 峰村　亮 倉本　一真 佐々木 直哉 田島　一賢 畑　俊輔

下中　隆広
（徳島・池田高） （宮崎・宮崎日大高） （愛媛・今治工高） （神奈川・向上高） （滋賀・日野高） （京都・立命館宇治高） （愛媛・北条高） （愛媛・今治工高） （岩手・宮古商高）

（静岡・沼津学園高）

2002 ４／27－28
神奈川・横浜文化体育館

滝口　翔平 藤本　浩樹 村上　卓也 安沢　薫 加納　和彦 竹本　幸城 神野　伸二

秋山　智史
（長崎・島原スクール） （和歌山・和歌山北高） （奈良・広陵高） （大阪・大阪市立高） （香川・多度津工高） （滋賀・日野高） （愛媛・北条高） （愛媛・今治工高） （熊本・玉名工高）

（長崎・島原高）

2001 ４／28－29
神奈川・横浜文化体育館

大場　真治 上田　吉輝 西森　啓太 西尾　直之 松原　祐紀 竹内　誠 神野　伸二

（岡山・倉敷高） （富山・滑川高） （奈良・添上高） （京都・立命館宇治高） （静岡・稲取高）

渡辺　茂雅 子本　真照

渡辺　茂雅 万　寛史

南茂　耕太

（奈良・添上高）

田中　浩明 神野　圭一 森田　健司 吉田　光志2000 ４／22－23
神奈川・横浜文化体育館

西森　啓太 大畠　亮平 西尾　直之 福間　道元
（奈良・広陵高） （京都・網野高） （大阪・大阪市立高）（千葉・野田一中）

鈴木 伸太郎 吉川 将大郎 藤永　啓吾 藤崎　和行
（奈良・添上高） （栃木・足利工大付高） （富山・高岡商高） （神奈川・日大藤沢高） （埼玉・埼玉栄高）

1999 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

山崎　康弘 竹中　伸太 織田　康博 成田　真臣

（静岡・修善寺工高） （栃木・馬頭高）

42kg級 46kg級 50kg級 54kg級 58kg級 76kg級 85kg級 100kg級

鈴木　裕貴

鈴木 伸太郎 加藤　誠之 鴨田　卓磨 島田　康治
（秋田・秋田経法大付高） （千葉・木間ケ瀬中） （神奈川・向上高）

63kg級 69kg級

1998 ５／３－５
神奈川・明学大横浜体育館

片山　和巳
（岡山・倉敷高）

斎藤　将士 川村　勝

（大阪・同志社香里高） （東京・京北高）

1995 ４／14－16
神奈川・横浜文化体育館

大橋　弘典 古瀬　幸朗 水口　貴之 倉本　大地 吉真　恒治

（三重・四日市四郷高） （茨城・霞ケ浦高） （大阪・近大付高）

太田　竜次

【出場なし】 【出場なし】
花田　巧

山口　直樹 小野瀬 裕治

（栃木・足利工大付高） （千葉・西武台千葉高）

岡田　直樹 矢野　通1994 ５／３－５
群馬・館林市城沼総合体育館 （岐阜・マイスポーツ） （岐阜・マイスポーツ） （大阪・近大付高） （群馬・大泉高） （大阪・近大付高）

【出場なし】

65kg級 70kg級 76kg級 83kg級 95kg級

鴻巣　伸彦 水口　貴之 硲　英博 高橋　良太 平　隆士

40kg級 43kg級 47kg級 51kg級 55kg級 60kg級

小野田　純 西岡　光人 高塚　慎吾 中沢　孝哉 鈴木　忍 坂本　潤一
（大阪・吹田市民教室） （岐阜・マイスポーツ） （岐阜・マイスポーツ） （広島・広島電機大付高） （岐阜・マイスポーツ） （京都・立命館宇治高） （大阪・大阪市立高） （大阪・吹田高） （長野・北佐久農高） （長野・北佐久農高） （群馬・館林商工高）

1996 ４／26－28
神奈川・横浜文化体育館

今井　仁一 谷元　浩司 大津　卓睦
（大阪・吹田高） （京都・立命館宇治高） （栃木・足利工大付高）

水口　貴之 木村　正広 石川　晃 高塚　慎吾 仙波　勝敏 疋田　拓也
（群馬・富岡ク） （大阪･吹田市民教室） （千葉・八千代松陰高） （京都・立命館宇治高） （千葉・西武台千葉高） （徳島・貞光工高） （岡山・倉敷高）

42kg級 45kg級 48kg級 52kg級 57kg級 63kg級 69kg級

【出場なし】
青木　大輔

織田　康博 久古　敏章 大崎　翼

【出場なし】

住友　良安 中尾　正人

（東京・東京工高） （大阪・大阪市立高） （京都・網野高）
正村　貴章

（熊本・玉名工高）

76kg級 83kg級 95kg級

（千葉・若葉ク） （群馬・館林高） （奈良・添上高）
荻田　貴士川村　健太1997 ５／３－５

神奈川・川崎とどろきアリーナ

高橋　優一 栗原　勝
（京都・網野町教室）

【出場なし】
（京都・網野町教室） （千葉・野田北高） （徳島・貞光工高） （徳島・三好高）
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（香川・高松北高） （福岡・三井高） （岐阜・岐阜工高）
吉田 泰造 鬼塚 一心 大藪 颯太

（AACC） （静岡・藤枝北高） （山梨・韮崎工高） （東京・自由ヶ丘学園高） （山梨・韮崎工高） （山梨・韮崎工高） （高知・高知南高）

110kg級

2022 ４／23
神奈川・横浜武道館

坂本　広 竹本　優 中村 真翔 金澤 孝羽 榊　颯太 鈴木 飛来 高橋 侑臣

（U17と改称）

45kg級 48kg級 51kg級 55kg級 60kg級 65kg級 71kg級 80kg級 92kg級

2020 ４／25～26
神奈川・横浜文化体育館

（香川・高松北高） （熊本・玉名工高） （岐阜・高山西高） （香川・高松北高） （山梨・韮崎工高） （沖縄・北部農林高）
竹下 航生 吉永 信太郎 谷口 空良 日下 尚 古川 裕貴 仲里 優力2017 ４／22－23

神奈川・横浜文化体育館

荒木 瑞生 岡本 景虎 松井 謙 島谷 侃
（佐賀・鳥栖工高） （和歌山・和歌山北高） （岐阜・中京高） （秋田・秋田商高）

（沖縄・北部農林高） （香川・韮崎工高） （山梨・農林高） （山口・柳井学園高） （神奈川・磯子工高） （沖縄・北部農林高）
大城 達人 安楽 龍馬 田口 学容 荒川 廣貴 奈須川 良太 仲里 優力2016 ４／23－24

神奈川・横浜文化体育館

堀内 悠晴 塩谷 優 稲葉 海人 松井 謙
（滋賀・日野高） （東京・日本工大駒場中） （山梨・韮崎工高） （岐阜・中京高）

（香川・香川中央高） （茨城・霞ヶ浦高） （埼玉・花咲徳栄高） （山梨・韮崎工高） （宮崎・宮崎日大高） （愛媛・八幡浜工高）
藤島 雄太 岩本 巧 前田 明都 林　 雷 松澤 大樹 久保 諒汰2015 ４／25－26

神奈川・横浜文化体育館

清水 賢亮 稲葉 海人 小川 翔太 鈴木 絢大
（北海道・帯広北高） （山梨・韮崎工高） （茨城・霞ヶ浦高） （静岡・飛龍高）

（和歌山・新宮高） （山梨・韮崎工高） （沖縄・浦添工高） （和歌山・和歌山北高） （滋賀・栗東高） （長野・小諸高）
宇井　大和 桒原 康志郎 下地　恵永 吉田　隆起 藤井　達哉 白鳥　慶樹2014 ４／26－27

神奈川・横浜文化体育館

豆塚　将文 高橋 三四郎 諏訪間翔太郎 吉村　拓海
（神奈川・日大藤沢高） （山梨・農林高） （佐賀・鳥栖工高） （埼玉・埼玉栄高）

（埼玉・埼玉栄高） （佐賀・鳥栖工高） （ハンガリー・バビロン高） （愛媛・八幡浜工高） （滋賀・栗東高） （静岡・飛龍高）
難波　 陽 嶋江　翔也 佐々木 アーセン 山下　拓也 藤井　達哉 山本　泰輝2013 ４／27－28

神奈川・横浜文化体育館

小川　翔太 齋藤　僚太 成國　大志 小柳　和也
（大阪・堺初芝ジュニア） （埼玉・花咲徳栄高） （三重・いなべ総合学園高） （山梨・韮崎工業高）

69kg級 85kg級 100kg級

ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック・カデットの部　歴代優勝選手（男子グレコローマン）－２

（沖縄・浦添工高） （和歌山・和歌山工高） （埼玉・花咲徳栄高） （沖縄・浦添工高）
宮國　雄太

（滋賀・日野高）

（三重・鳥羽高） （香川・香川中央高） （沖縄・仲西中）

（滋賀・日野高） （岐阜・中津商高）

（沖縄・浦添工高）
前田　祐也

42kg級 46kg級 50kg級 54kg級 58kg級 63kg級

北岡　佑介 佐々木 裕次郎

（愛媛・北郷中）

屋比久 翔平 奥井　眞生 奈良　勇太

（鳥取・倉吉総合産業高） （埼玉・花咲徳栄高） （沖縄・浦添工高）（京都・南京都高）

2012 ４／21－22
神奈川・横浜文化体育館

佐藤　弘輝 田代　拓海 小柳　和也 文田 健一郎
（岐阜・岐阜工高） （佐賀・鳥栖工高） （山梨・韮崎工高） （山梨・韮崎工高）

2011 ４／23－24
神奈川・横浜文化体育館

池澤　邑樹 与那覇 竜太 園田　新

（岐阜・岐阜工高） （群馬・太田商高） （秋田・秋田商高） （沖縄・浦添工高）

小林　大樹

（京都・南京都高） （佐賀・鹿島実高）

市岡　克利 文田 健一郎 泉田　隼希
（岐阜・中津商高） （山梨・韮崎工高） （新潟・新潟県央工高）

田中　勇気 屋比久 翔平

田中　勇気 中村 百次郎 石田　稔賢 今村　聖 桜庭　正義 志喜屋 正明2010 ４／24－25
神奈川・横浜文化体育館

高田　祐希 文田 健一郎 小坂　篤志 有延　大輝
（奈良・斑鳩中） （山梨・韮崎西中） （長野・北佐久農高） （福岡・築上西高）

片山　朋 近藤　達矢 中村　隆春
（鹿児島・鹿屋中央高）

河内　萌 与那覇 竜太 田中　哲矢2009 ４／25－26
神奈川・横浜文化体育館

中村　悠真 友寄　大輝 石新　一早 山田　直哉
（兵庫・育英高） （愛媛・八幡浜工高）（兵庫・育英高）（京都・峰山高） （沖縄・北部農林高） （沖縄・北部農林高）

76kg級

45kg級 48kg級 51kg級 55kg級 60kg級 65kg級 71kg級 80kg級 92kg級 110kg級

2018 ４／14～15
神奈川・横浜文化体育館

荒木 瑞生 尾西 大河 佐々木 航 谷口 虎徹
（佐賀・鳥栖工高） （佐賀・鳥栖中） （静岡・飛龍高） （和歌山・和歌山北高）

竹下 航生 曽我部京太郎 山田 脩 谷崎 大造 三浦 哲史 渡邉 荘陽
（香川・高松北高） （愛媛・今治西高） （千葉・日体大柏高） （岐阜・岐南工高） （京都・網野高） （宮崎・日向学院高）

2019 ４／27～28
神奈川・横浜文化体育館

勝目 大翔 坂本 大悟 山際 航平 尾西 大河
（神奈川・NEXUS YOKOSUKA） （東京・日本工大駒場高） （山梨・韮崎工高） （佐賀・鳥栖工高）

丸山 千恵蔵 室山 慶也 小柴 伊織 西田 衛人 三浦 哲史 河村 政栄
（千葉・日体大柏高） （島根・隠岐島前高） （佐賀・鳥栖工高） （山梨・韮崎工高） （京都・網野高） （京都・京都廣学館高）

2021 ４／24～25
神奈川・横浜武道館

新型コロナウイルス感染拡大のため中止


