
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 （福一漁業） （群馬ヤクルト販売） （拓大クラブ） （ＡＬＳＯＫ） （中大職） （ドーピング失格）

（両毛ヤクルト販売） （ＦＥＧ）

（早　大）

（自衛隊）

前川　勝利

（自衛隊）

長谷川 恒平 松本 隆太郎 藤村　義 金久保 武大 斎川　哲克 北村　克哉 新庄　博和

長谷川 恒平 松本 隆太郎 岡本　佑士 金久保 武大 天野　雅之 －－

（福一漁業） （群馬ヤクルト販売） （自衛隊） （マイスポーツ）

（両毛ヤクルト販売） （ＦＥＧ）（福一漁業） （群馬ヤクルト販売） （自衛隊） （日体大大学院）

長谷川 恒平 松本 隆太郎 藤村　義 金久保 武大 斎川　哲克 北村　克哉 新庄　博和

（福一漁業） （クリナップ） （自衛隊） （自衛隊） （大分・津久見高教） （山梨学院大）

（自衛隊）

長谷川 恒平 北岡　秀王 清水　博之 葛西　直人 太田　充洋 山本　雄資 新庄　博和

（自衛隊）

（一宮運輸） （自衛隊）（警視庁） （ALSOK綜合警備保障） （自衛隊） （自衛隊）

豊田　雅俊 笹本　睦 飯室　雅規 鶴巻　宰 松本　慎吾 加藤　賢三 新庄　博和

（ALSOK綜合警備保障） （ALSOK綜合警備保障） （自衛隊） （自衛隊） （一宮運輸） （拓　大）

（徳山大ク）

平井　進悟 笹本　睦 飯室　雅規 菅　太一 松本　慎吾 山口　竜志 鈴木　克彰

（警視庁）

（一宮運輸） （自衛隊）（警視庁） （ALSOK綜合警備保障） （自衛隊） （銀水荘）

豊田　雅俊 笹本　睦 飯室　雅規 岩崎　裕樹 松本　慎吾 加藤　賢三 沢田　直樹

（自衛隊） （綜合警備保障） （日体大OB） （新日本プロレス職） （一宮運輸） （自衛隊）

（警視庁）

安原　隆 笹本　睦 伊是名 正旭 永田　克彦 松本　慎吾 太田　宣明 鈴木　克彰

（警視庁）

（一宮運輸） （自衛隊）（警視庁） （綜合警備保障） （自衛隊） （新日本プロレス職）

豊田　雅俊 笹本　睦 飯室　雅規 永田　克彦 松本　慎吾 加藤　賢三 鈴木　克彰

（自衛隊） （綜合警備保障） （自衛隊） （新日本プロレス職） （一宮運輸） （自衛隊）

120kg級

安原　隆 笹本　睦 飯室　雅規 永田　克彦 松本　慎吾 加藤　賢三 瀬川　浩寿

（警視庁）

84kg級 96kg級55kg級 60kg級 66kg級 74kg級

（宮崎・宮崎農高教）

豊田　雅俊 西島　隆 伊是名 正旭

（宮越工芸） （一宮運輸） （自衛隊） （警視庁）

（警視庁） （綜合警備保障） （綜合警備保障） （日　大） （一宮運輸）

豊田　雅俊 笹本　睦 平井　満生 森角　祐介 浜上　稔菅　太一 松本　慎吾

（警視庁） （高岡総合プール） （日体大）

鈴木　克彰

（日体大）

佐々木 昌常 西見　健吉 平井　満生

（自衛隊） （秋田・秋田経法大付高教）

篠崎　正二伊藤　光伸 松本　慎吾

佐々木 昌常 西見　健吉 飯室　雅規 山口　孝二

（新日本プロレス職）

永田　克彦

（自衛隊）

大井　将憲

永田　克彦

鈴木　克彰

（警視庁） （宮崎・宮崎農高教）（自衛隊） （自衛隊） （日体大）

（自衛隊） （秋田・秋田経法大付高教） （自衛隊） （拓　大）（警視庁）

永田　克彦

（警視庁）

片山　貴光 横山　秀和

（自衛隊） （自衛隊） （拓　大）

篠崎　正二 浜上　稔片山　貴光 横山　秀和

岩渕　和則 浜上　稔片山　貴光 横山　秀和

（自衛隊） （宮崎・宮崎農高教）（自衛隊） （警視庁） （自衛隊） （自衛隊） （秋田・秋田経法大付高教）

佐々木 昌常 西島　隆 元木　康年 永田　克彦

（警視庁）

全日本選抜選手権　歴代優勝選手（男子グレコローマン）
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） 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

園田　新

（日体大） （ミキハウス） （日体クラブ） （東和エンジニアリング） （FUJIOH） （ALSOK） （警視庁） （自衛隊） （佐賀県スポーツ協会） （ALSOK）

松井　謙 文田健一郎 池田龍斗 遠藤功章 井上智裕 屋比久翔平 岡嶋勇也 角　雅人 仲里優力

園田　新

（日体大） （レスターホールディングス） （エムアンドケイ） （警視庁） （FUJIOH） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （ALSOK）

松井　謙 鈴木絢大 山田義起 下山田培 井上智裕 櫻庭功大 向井識起 鶴田峻大 奈良勇太

屋比久翔平

（富士工業） （ALSOK）

鶴田峻大 角　雅人

（自衛隊） （自衛隊）

奈良勇太 園田　新

（警視庁警察学校） （ALSOK）

田野倉翔太

（東京・自由ヶ丘学園高教）

太田　忍

（ALSOK）

遠藤功章 下山田培

（日体大） （警視庁）

井上智裕

55kg級 60kg級 63kg級 67kg級 72kg級 77k級

（青山学院大学職） （群馬ヤクルト販売） （自衛隊） （自衛隊）

田野倉　翔太 井上　智裕 花山　和寛 前田　祐也

文田 健一郎 高橋　昭五 梅野　貴裕 前田　祐也

文田 健一郎 高橋　昭五 泉　武志

82kg級

（自衛隊）

岡　太一

87kg級 97kg級 130kg級

尾形　翼

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（男子グレコローマン）－２

（ＡＬＳＯＫ） （神奈川大職） （日体大） （自衛隊）

峯村　亮 音泉　秀幸 清水　博之

（奈良県体協）

天野　雅之 大坂　昂 中村　淳志

120kg級

（中大職） （早大）

田野倉　翔太 倉本　一真 音泉　秀幸 金久保 武大 岡　太一 齋川　哲克 前川　勝利

（クリナップ） （自衛隊） （ＡＬＳＯＫ） （ＡＬＳＯＫ） （自衛隊） （両毛ヤクルト販売） （早　大）

（栃木・足利工高教） （拓　大）

59kg級 66kg級 71kg級 80kg級 85kg級 98kg級 130kg級

長谷川 恒平 松本 隆太郎 藤村　義 鶴巻　宰 岡　太一 齋川　哲克 園田　新

（ＡＬＳＯＫ）

金久保 武大

75kg級

米平　安寛 園田　新

（クリナップ） （三恵海運） （自衛隊） （拓　大） （自衛隊） （三恵海運） （拓　大）（ＡＬＳＯＫ）

金久保 武大

天野　雅之 奈良　勇太 園田　新

（日体大） （日体大） （愛媛県協会） （鳥取県立武道館） （中大職） （日体大） （拓　大）（自衛隊）

阪部　創

前田　祐也 松本　篤史 奈良　勇太 園田　新

（日体大） （警視庁警察学校） （一宮グループ） （鳥取・鳥取中央育英高職） （警視庁警察学校） （日体大） （ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）

屋比久 翔平

園田　新

（日体大） （ミキハウス） （日体大） （警視庁） （日体大） （ALSOK） （警視庁） （自衛隊） （警視庁） （ALSOK）

小川翔太 文田健一郎 山田義起 高橋昭五 日下　尚 屋比久翔平 岡嶋勇也 角　雅人 奈良勇太

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


