
年 期日・場所

1997年 ６／14～15

（平９年） 岩手・宮古市民総合体育館

1998年 ６／６～７

（平10年） 埼玉・朝霞市立総合体育館

1999年 ４／17～18

（平11年） 埼玉・朝霞市立総合体育館

2000年 ６／16～17

（平12年） 東京・駒沢体育館

2001年 ６／28～30

（平13年） 東京・駒沢体育館

年 期日・場所

2002年 ６／12～14

（平14年） 東京・代々木競技場第２体育館

2003年 ５／１～２

（平15年） 東京・駒沢体育館

2004年 ４／12～13

（平16年） 東京・駒沢体育館

2005年 ６／22～23

（平17年） 東京・代々木競技場第２体育館

2006年 ６／３～４

（平18年） 東京・代々木競技場第２体育館

2007年 ６／９～10

（平19年） 東京・代々木競技場第２体育館

2008年 ６／25～26

（平20年） 東京・代々木競技場第２体育館

2009年 ６／20～21

（平21年） 東京・代々木競技場第２体育館

2010年 ５／１～３

（平22年） 東京・代々木競技場第２体育館

2011年 ４／29～30

（平23年） 東京・代々木競技場第２体育館 （警視庁） （ＡＬＳＯＫ） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （徳山大職）

（ALSOK綜合警備保障） （徳山大職）

（専大クラブ）

（国士舘大大学院）

荒木田 進謙

（専　大）

稲葉　泰弘 前田　翔吾 米満　達弘 長島　和幸 松本　篤史 磯川　孝生 下中　隆広

稲葉　泰弘 湯元　健一 米満　達弘 高橋　龍太 松本　真也 磯川　孝生

（警視庁） （ニューギン） （自衛隊） （クリナップ）

（警視庁） （徳山大職）（自衛隊） （日体大） （自衛隊） （クリナップ）

湯元　進一 前田　翔吾 米満　達弘 長島　和幸 松本　真也 磯川　孝生 荒木田 進謙

（自衛隊） （日　大） （周南システム産業） （新潟・新潟県央工高教） （ALSOK綜合警備保障） （山口県協会）

（ＦＥＧ）

湯元　進一 高塚　紀行 小島　豪臣 萱森　浩輝 小幡　邦彦 磯川　孝生 荒木田 進謙

（専　大）

（自衛隊） （警視庁）（ALSOK綜合警備保障） （山梨学院大） （警視庁） （新潟・新潟県央工高教）

松永　共広 大沢　茂樹 鈴木　崇之 萱森　浩輝 鈴木　豊 小平　清貴 田中　章仁

（自衛隊） （日　大） （周南システム産業） （ALSOK綜合警備保障） （日　大） （警視庁）

（ＦＥＧ）

田岡　秀規 高塚　紀行 小島　豪臣 小幡　邦彦 松本　真也 小平　清貴 北村　克哉

（専　大）

（岡山県協会） （警視庁）（ALSOK綜合警備保障） （日体大） （K-POWERS） （ALSOK綜合警備保障）

松永　共広 湯元　健一 池松　和彦 小幡　邦彦 山本　悟 小平　清貴 田中　章仁

（自衛隊） （自衛隊） （立命館大） （岡山・高松農高教） （秋田・秋田商高教） （警視庁）

（クリナップ）

杉谷　武志 井上　謙二 鈴木　崇之 工藤　祐士 横山　秀和 小平　清貴 田中　章仁

（専　大）

（秋田・秋田商高教） （エス・ピー・ネットワーク）（警視庁） （新潟・三条工高教） （日体大助） （綜合警備保障）

田南部　力 関川　博紀 池松　和彦 小幡　邦彦 横山　秀和 中尾　芳広 諏訪間 幸平

（警視庁） （警視庁） （日体大助） （山梨学院大） （立命館大） （エス・ピー・ネットワーク）

120kg級

田南部　力 太田　亮介 池松　和彦 小幡　邦彦 仙波　勝敏 中尾　芳広 田中　章仁

（専　大）

84kg級 96kg級55kg級 60kg級 66kg級 74kg級

（山梨学院大）

田村　茂一 石嶋　勇次 山本　英典

（和歌山県教育庁） （国士舘大助） （山梨学院大） （秋田市役所）

（日体大） （新潟・三条工高教） （日体大） （山梨学院大） （群馬・板倉高教）

長尾　勇気 関川　博紀 池松　和彦 小平　清貴 藤田　尚志小幡　邦彦 川合　達夫

（自衛隊） （綜合警備保障） （自衛隊）

吉田 清太郎

（警視庁）

田南部　力 阿倍三子郎 和田　貴広

（自衛隊） （日体大助）

小平　清貴太田　拓弥 横山　武典

田南部　力 石嶋　勇次 山縣　健二 小菅　裕司

勝　龍三郎

織山　昭人

（秋田市役所）

宮田　和幸

（クリナップ）

小幡　弘之

（自衛隊） （警視庁）（警視庁） （ペンシルベニア州立大大学院） （国士舘大助）

（自衛隊） （日体大助） （自衛隊） （警視庁）

（綜合警備保障）

和田　貴広

（和歌山県教育庁）

小柴　健二 川合　達夫

（警視庁） （綜合警備保障） （群馬大研）

小菅　裕司 小幡　弘之小柴　健二 川合　達夫

小菅　裕司 小幡　弘之小柴　健二 川合　達夫

（自衛隊） （警視庁）（自衛隊） （ペンシルベニア州立大大学院） （国士舘大助） （自衛隊） （日体大助）

笹山　秀雄 阿倍三子郎 和田　貴広 勝　龍三郎

（綜合警備保障）

全日本選抜選手権　歴代優勝選手（男子フリースタイル）
54kg級 58kg級 63kg級 76kg級 85kg級 97kg級 130kg級69kg級



年 期日・場所

2012年 ６／16～17

（平24年） 東京・代々木競技場第２体育館

2013年 ６／15～16

（平25年） 東京・代々木競技場第２体育館

年 期日・場所

2014年 ６／14～15

（平26年） 東京・代々木競技場第２体育館

2015年 ６／19～21

（平27年） 東京・代々木競技場第２体育館

2016年 ５／27～29

（平28年） 東京・代々木競技場第２体育館

2017年 ６／16～18

（平29年） 東京・代々木競技場第２体育館

年 期日・場所

2018年 ６／14～17

（平30年） 東京・駒沢体育館

2019年 ６／13～16

（令元年） 東京・駒沢体育館

2020年 ５／28～31

（令２年） 東京・駒沢体育館

2021年 ５／27～30

（令３年） 東京・駒沢体育館

2022年 ６／16～19

（令４年） 東京・駒沢体育館

山本泰輝

（三恵海運） （ミキハウス） （日体大助手） （日体大） （自衛隊） （日体大） （自衛隊） （ALSOK） （新日本プロレス職） （自衛隊）

長谷川敏裕 樋口　黎 山口海輝 髙橋海大 高谷大地 髙橋夢大 奥井眞生 高谷惣亮 石黒峻士

山本泰輝

（国士舘大職） （日体クラブ） （日体大） （早　大） （山梨学院大） （日体大） （日　大） （山梨学院大） （新日本プロレス職） （自衛隊）

阿部敏弥 長谷川敏裕 山口海輝 鈴木歩夢 佐藤匡記 髙橋夢大 石黒隼士 大津拓馬 石黒峻士

松本篤史

（警視庁）

赤熊猶弥

（自衛隊）

山本泰輝

（拓　大）

86kg級 92kg級 97kg級 125kg級

高谷惣亮

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級 79kg級

（ALSOK）

白井勝太

（日大大学院）

高橋侑希

（ALSOK）

小栁和也

（自衛隊）

乙黒拓斗

（山梨学院大）

基山仁太郎

（日体大）

保坂　健

（自衛隊）

稲葉　泰弘

55kg級 60kg級 66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

全日本選抜選手権　歴代優勝選手（男子フリースタイル）－２

（日　大）

松本　真也 山本　康稀 岡　倫之

120kg級

（警視庁） （至学館大職） （早　大） （K-POWERS） （警視庁） （日　大）

前田　翔吾 田中　幸太郎 小島　豪臣

稲葉　泰弘 高谷　大地 井上　貴尋 高谷　惣亮 松本　篤史 山口　剛 荒木田 進謙

（警視庁） （拓　大） （東京・自由ヶ丘学園高教） （ＡＬＳＯＫ） （ＡＬＳＯＫ） （ブシロード） （警視庁警察学校）

（ＡＬＳＯＫ） （岐阜・岐阜工高教） （ブシロード）

57kg級 61kg級 65kg級 74kg級 86kg級 97kg級 125kg級

高橋　侑希 高塚　紀行 石田　智嗣 高谷　惣亮 松本　篤史 鈴木　聖二 岡　倫之

（神奈川・中原養護学校教）

小島　豪臣

70kg級

（山梨学院大） （自衛隊） （警視庁） （ＡＬＳＯＫ）

松本　篤史 山口　剛 荒木田 進謙

（山梨学院大） （自衛隊） （警視庁） （ＡＬＳＯＫ） （ＡＬＳＯＫ） （ブシロード） （警視庁）（神奈川・中原養護学校教）

小島　豪臣高橋　侑希 鴨居　正和 石田　智嗣 高谷　惣亮

松本　篤史 赤熊　猶弥 山本　泰輝

（専　大） （近大職） （自衛隊） （国士舘大） （ＡＬＳＯＫ） （自衛隊） （拓　大）（早　大）

多胡島 伸佳中村　倫也 有元　伸吾 鴨居　正和 奥井　眞生

高谷　惣亮 松坂　誠應 山本　康稀 田中　哲矢

（ＡＬＳＯＫ） （博報堂ＤＹスポーツ） （自衛隊） （ＡＬＳＯＫ） （自衛隊） （GENスポーツアカデミー） （自衛隊）

藤波　勇飛

（山梨学院大）

高橋　侑希 中村　倫也 鴨居　正和

山本泰輝

（ALSOK） （三重・朝明高教） （日体大助手） （ゴールドキッズ） （自衛隊） （京都・網野高） （ALSOK） （山梨学院大） （自衛隊） （自衛隊）

高橋侑希 中田　陽 樋口　黎 瀬野春貴 奥井眞生 髙橋夢大 高谷惣亮 大津拓馬 赤熊猶弥

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


