
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

佐伯　豊 佐藤　謙二 丸山　祐司 佐々木 昌常 嘉戸　洋 中村　吉元

（日　大） （国士大） （福島県協会） （自衛隊） （国士大） （日体大）

笹山　秀雄 山口　謙二 田村　茂一 中森　昭平 内　浩二 下村　保伸

（自衛隊） （国士大） （日　大） （広島県教育事業団） （自衛隊） （田島高教）

奥山　恵二 花田　秀実 奥屋敷 賢彦 西見　健吉 村上　和隆 花原　大介

（ユニデン） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （日体大） （警視庁）

和田　貴広 矢山　裕明 鈴木　信行 栗本　秀樹 林　雄一 西口　茂樹

（国士大） （日体大） （秋田市役所） （日泉化学） （アトラス・ＷＣ） （日体大助）

小柴　健二 安達　巧 外屋敷　剛 三宅　靖志 森　巧 宮本　健二

（日体大） （トヨタビスタ東京） （自衛隊） （東海商船） （自衛隊） （日体大）

赤石　光生 小野瀬 哲也 太田　拓弥 片山　貴光 伊藤　広道 杉浦　貴

（ユニマット） （山梨学院大） （日体大助） （日体大） （自衛隊） （自衛隊）

横山　秀和 原　喜彦 川合　達夫 向井　孝博 渡部　秀隆 高木　章夫

（日体大） （アトラス・ＷＣ） （日体大） （ヤマサン） （自衛隊） （日体大）

藤田　和之 伊藤　敦 エリック・ドウス 森山　泰年 吉田　幸司 木下　英規

（新日本プロレス職） （京都府体協） （コスモ・スペース） （自衛隊） （日体大） （自衛隊）

浅沼　俊幸 茂野　充宏 小玉　康二 野々村　孝 山口　孝二 梅田　誠幸

（自衛隊） （国士大） （高知県東高教） （香川県スポーツ振興財団） （自衛隊） （アイシン精機）

小幡　弘之 滝口　徹 笠井　雅史 鈴木　賢一 浜上　稔 出口　一也

（警視庁） （国士大） （国士大） （読売千葉広告社） （福島県協会） （和歌山県立体育館）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉田　祥子 中林　教子 清水　美里

（スポーツ東急） （新潟ジュニア） （マイスポーツ）

田中 真由美 上林　美穂 三島　瑞江

（自衛隊） （愛知・桜丘高） （自衛隊）

遠藤　美子 野上 代生子 石田　由美

（東洋大職） （ユニマット） （群馬・関東学園高）

川崎　明美 木村 こずえ 杉本　佳子

（自衛隊） （東洋大） （日体大）

栄　涼子 福原　邦子 小坂　知己

（京樽ク） （京　樽） （千葉・松葉中）

三田寺 由香 高木 亜由美 宮崎　未樹子

（スポーツ東急） （リプレ中京女大） （住友海上火災）

飯島　晶子 山田 佳律子 中井　みほ

（京　樽） （ユニマット） （平和台スイミングＳ）

浦野　弥生 山崎　真弓

（京　樽） （東京・安部学院高）

新谷　翠 船越　光子

（吹田市民教室） （壬生ク）

三宅　由美 船越　光子 　

（リプレ中京女大） （壬生ク） 　
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+75

【女　子】（５月30日、東京・スポーツ会館）
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（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

◎1993年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

戸井田 昌教 佐伯　豊 山下　忍 嘉戸　洋 佐々木 昌常 中村　吉元

（国士大） （日　大） （香川県立総合プール） （国士大助） （自衛隊） （日体大）

笹山　秀雄 田村　茂一 佐藤　公一 中森　昭平 内　浩二 小高　浩二

（自衛隊） （日　大） （日体大） （広島県教育事業団） （自衛隊） （山梨学院大）

入江　格 角地山　豊 奥屋敷 賢彦 西見　健吉 花原　大介 西島　隆

（福島・平商高教） （富山県協会） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （警視庁）

和田　貴広 栄　和人 矢山　裕明 林　雄一 栗本　秀樹 元木　康年

（国士大助） (京　樽） （荒尾養護学教） （新潟県体協） （日泉化学） （自衛隊）

小柴　健二 勝　龍三郎 吉本　収 森　巧 宮本　健二 三宅　靖志

（新日本プロレス職） （綜合警備保障） （国士舘ク） （自衛隊） （日体大研） （東海商船）

太田　拓弥 山方　政人 小野瀬 哲也 片山　貴光 有賀　浩樹 杉浦　貴

（茨城・霞ヶ浦高教） （日体大） （山梨学院大） （自衛隊） （日体大） （自衛隊）

横山　秀和 藤田　和之 川合　達夫 佐々木 秀幸 渡部　秀隆 喜村　健作

（日体大助） （新日本プロレス職） （日体大） （香川・飯山中教） （自衛隊） （自衛隊）

エリック・ドゥス 和田　敏行 小菅　裕司 森山　泰年 岩渕　利則 木下　英規

（コスモ・スペース） （クリナップ） （日体大） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

浅沼　俊幸 小玉　康二 瀬川　浩寿 野々村　孝 山口　孝二 近藤　務

（自衛隊） （高知東高教） （山梨学院大） （香川・多度津工高教） （自衛隊） （守山自衛隊）

小幡　弘之 滝口　徹 大川　祐一 浜上　稔 坂下　昇 出口　一也

（警視庁） （国士大） （拓　大） （好間高教） （専　大） （和歌山県教育庁）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉田　祥子 三島　瑞江 山本　聖子

（スポーツ東急） （自衛隊） （日体パンサーズ）

上林　美穂 田中 真由美 小池 佐知枝

（東洋大） （自衛隊） （東洋大）

　山本　美憂 野上 代生子 遠藤　美子

　（日体パンサーズ） （代々木ク） （東洋大職）

川崎　明美 福原　邦子 畑村　恵

（自衛隊） （京　樽） （畑村ク）

三田寺 由香 清水 真理子 福田　恵美

（スポーツ東急） （東洋大） （群馬・関東学園高）

黒川 真由美 向井　裕子 飯島　晶子

（自衛隊） （ＥＩＫＯク） （京　樽）

浦野　弥生 浜口　京子 　

（京　樽） （代々木ク） 　

宮崎 未樹子 高木 亜由美 加藤　ミエ

（住友海上火災） （リプレ中京女大） （リプレ中京女大）

船越　光子 上野　弘子 高木　洋子

（ユニマット） （盛岡大） （全日本女子プロ練習生）
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+75

【女　子】（５月29日、東京・青少年総合センター）
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（12月21～23日、東京・駒沢体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

◎1994年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

佐伯　豊 丸山　祐司 田岡　師範 中村　吉元 佐々木 昌常 森下　浩

（クリナップ） （丸杉金属） （山梨学院大） （日体大） （自衛隊） （和歌山県立体育館）

笹山　秀雄 角地山　豊 森田　武士 内　浩二 尾白　賢治 井口　摂

（自衛隊） （宮越工芸） （日　大） （自衛隊） （和歌山県教委） （自衛隊）

阿部 三子郎 花田　秀実 石嶋　勇次 西見　健吉 西島　隆 花原　大介

（ペンシルベニア州大） （自衛隊） （綜合警備保障） （自衛隊） （警視庁） （警視庁）

和田　貴広 坪井　勇 矢山　裕明 西口　茂樹 林　雄一 元木　康年

（国士大助手） （四倉高教） （荒尾養護学教） （拓大職） （豊栄高教） （自衛隊）

勝　龍三郎 小柴　健二 安達　巧 三宅　靖志 森　巧 木村　好男

（綜合警備保障） （新日本プロレス職） （トヨタビスタ東京） （東海商船） （自衛隊） （警視庁）

太田　拓弥 山方　政人 中尾　芳広 片山　貴光 今村　浩之 植村　洋二

（霞ヶ浦高教） （綜合警備保障） （自衛隊） （自衛隊） （クリナップ） （日体大）

横山　秀和 原　喜彦 高橋　善孝 杉浦　貴 木下　英規 小林　希

（日体大助手） （アトラス・ＷＣ） （日　大） （自衛隊） （自衛隊） （館林高教）

川合　達夫 和田　敏行 エリック・ドゥス 森山　泰年 岩渕　利則 渡部　秀隆

（日体大） （クリナップ） （コスモ・スペース） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

藤田　和之 小玉　康二 小菅　裕司 野々村　孝 篠崎　正二 山口　孝二

（新日本プロレス職） （高知東高教） （日体大） （香川・多摩津工高教） （日体大） （自衛隊）

小幡　弘之 滝口　徹 吉田 清太郎 鈴木　賢一 瀬川　浩寿 浜上　稔

（警視庁） （国士大） （国士大） （読売千葉広告社） （山梨学院大） （好間高教）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉村　祥子 織田　智子 清水　美里

（スポーツ東急） （京都・網野高） （東京女体大）

　山本　美憂 上林　美穂 田中 真由美

　（日体パンサーズ） （東洋大） （自衛隊）

遠藤　美子 小石原 亜由美 山本　聖子

（東洋大職） （京都・網野高） 　（日体パンサーズ）

木村 こず恵 栄　涼子 福原　邦子

（東洋大） （リプレ中京女大） （京　樽）

清水 真理子 三田寺 由香 山崎　真弓

（東洋大） （スポーツ東急） （東洋大）

宮崎 未樹子 飯島　晶子 黒川 真由美

（住友海上火災） （京　樽） （自衛隊）

浦野　弥生 二重作 真由美 宮本　知恵

（京　樽） （茨城・土浦日大高） （茨城・土浦日大高）

斉藤　紀江 住谷　礼子 磯川 千恵子

（茨城・土浦日大高） （茨城・土浦日大高） （拓　大）

船越　光子 佐藤 真紀子 　

（ユニマット） （拓　大） 　
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+75

【女　子】（４月23日、東京・スポーツ会館）
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（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

◎1995年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田南部　力 戸井田 昌教 森田　武士 佐々木 昌常 豊田　雅俊 森下　浩

（日体大） （国士大） （日　大） （自衛隊） （拓　大） （和歌山県庁）

石嶋　勇次 関川　博紀 石川　智久 西見　健吉 西島　隆 笹本　睦

（綜合警備保障） （日体大研） （土浦日大高教） （自衛隊） （警視庁） （日体大）

坪井　勇 宮田　和幸 矢山　裕明 元木　康年 花原　大介 田橋　治

（四倉高教） （日　大） （玉名工高教） （自衛隊） （警視庁） （島原工高教）

勝　龍三郎 本名　栄仁 天谷　満博 三宅　靖志 永田　克彦 瀬川　博道

（綜合警備保障） （日体大） （警視庁） （東海商船） （警視庁） （自衛隊）

太田　拓弥 山方　政人 小柴　健二 片山　貴光 今村　浩之 渡辺　哲朗

（霞ヶ浦高教） （綜合警備保障） （フジキチ） （自衛隊） （クリナップ） （拓　大）

川合　達夫 中尾　芳広 横山　武典 佐々木 秀幸 木下　英規 杉浦　貴

（日体大助） （自衛隊） （三次高教） （飯山中教） （自衛隊） （自衛隊）

小菅　裕司 早坂　雅和 和田　敏行 山口　孝二 吉田　幸司 矢野　倍達

（日体大） （日　大） （クリナップ） （自衛隊） （須賀川高教） （専　大）

小幡　弘之 滝口　徹 吉田 清太郎 浜上　稔 瀬川　浩寿 出口　一也

（警視庁） （愛和建設） （国士大） （磐城農高教） （警視庁） （和歌山県教育庁）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉村　祥子 織田　智子 野口　美香

（ＴＢＣ東京） （京都・網野高） （鹿屋チャンピオン）

足立　美穂 待谷 ももこ 田中 真由美

（東洋大） （日　大） （自衛隊）

遠藤　美子 木村 こず恵 篠村　敦子

（東洋大職） （東洋大） （京都・網野高）

栄　涼子 川崎　明美 福田　明子

（中京女大大学院） （自衛隊） （茨城・土浦日大高）

三田寺 由香 清水 真理子 鈴木　亜里

（スポーツ東急） （東洋大） （日　大）

宮崎 未樹子 飯島　晶子 沢田　千恵

（住友海上火災） （東京周栄ク） （リプレ中京女大）

浦野　弥生 宮本　知恵 室井　美貴

（京　樽） （茨城・土浦日大高） （代々木ク）

浜口　京子 斉藤　紀江 須永　綾佳

（東京周栄ク） （茨城・土浦日大高） （群馬・太田商高）

住谷　礼子 富岡 多恵子 兼子　直子

（東洋大） （茨城・土浦日大高） （茨城・土浦日大高）
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【女　子】（５月、東京・明治記念館）
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（12月21～23日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

54 54

◎1996年


