
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

笹山　秀雄 長尾　勇気 森田　武士 嘉戸　洋 中村　吉元 佐々木 昌常

（自衛隊） （日体大） （日　大） （国士大助手） （三重県協会） （自衛隊）

石嶋　勇次 関川　博紀 久米　貴幸 西見　健吉 西島　隆 笹本　睦

（綜合警備保障） （日体大助手） （日体大） （自衛隊） （警視庁） （日体大）

和田　貴広 坪井　勇 宮田　和幸 花原　大介 元木　康年 西田　哲人

（国士大助手） （福島・田島高教） （日　大） （警視庁） （自衛隊） （自衛隊）

勝　龍三郎 吉本　収 天谷　満博 永田　克彦 大井　将憲 宮本　健二

（綜合警備保障） （小又設計） （警視庁） （警視庁） （拓　大） （滋賀県協会）

小柴　健二 友寄　隆康 川鍋　辰徳 片山　貴光 三宅　靖志 伊藤　光伸

（自衛隊） （自衛隊） （日　大） （自衛隊） （東海商船） （山梨学院大）

川合　達夫 中尾　芳広 高橋　善孝 横山　秀和 松本　慎吾 杉浦　貴

（日体大助手） （自衛隊） （宮越工芸） （秋田・秋田経法大付高教） （日体大） （自衛隊）

小菅　裕司 和田　敏行 矢野　通 篠崎　正二 岩渕　利則 山口　孝二

（自衛隊） （クリナップ） （日　大） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

小幡　弘之 吉田 清太郎 鈴木　克彰 浜上　稔 瀬川　浩寿 滝澤　慎

（警視庁） （国士大） （拓　大） （宮崎・宮崎農高教） （警視庁） （日　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

清水　美里 梅田　幸恵 野口　美香

（代々木ク） （網野高） （鹿屋チャンピオン）

足立　美穂 篠村　敦子 吉田 沙保里

（東洋大） （網野高） （一志Ｊｒ教室）

清水 真理子 三田寺 由香 沢田　千恵

（東洋大） （スポーツ東急） （リプレ中京女大）

宮崎 未樹子 宮本　知恵 伊東 しのぶ

（住友海上火災） （土浦日大高） （水戸葵陵高）

浦野　弥生 宮本 智恵子 江中　和世

（周栄ク） （四興産業） （リプレ中京女大）

浜口　京子 住谷　礼子 鈴木　美希

（浜口ＧＹＭ） （東洋大） （イートランド）
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【女　子】（３月20日、東京・駒沢体育館）

46

69 69

76 76

85 85

54 54

58 58

63 63

◎1997年
（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】



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田村　茂一 長尾　勇気 戸井田 昌教 佐々木 昌常 豊田　雅俊 中村　吉元

（自衛隊） （パライストラ日体大） （宮越工芸） （自衛隊） （拓　大） （三重・鳥羽高教）

関川　博紀 横瀬　二郎 山本　英典 西見　健吉 笹本　睦 桜井　正人

（日体大助手） （クリナップ） （自衛隊） （自衛隊） （日体大） （自衛隊）

栗尾　直樹 宮田　和幸 山縣　健二 元木　康年 竹花　良二 飯室　雅規

（日体大） （クリナップ） （日体大） （自衛隊） （国士大） （拓　大）

天谷　満博 織山　昭仁 吉本　収 永田　克彦 斉藤　柔 久保　雅紀

（警視庁） （自衛隊） （小又設計） （警視庁） （自衛隊） （山梨学院大）

太田　拓弥 目時　透 友寄　隆康 片山　貴光 三宅　靖志 伊藤　光伸

（和歌山県協会） （国士大） （自衛隊） （自衛隊） （東海商船） （山梨学院大）

川合　達夫 藤田　尚志 横山　武典 横山　秀和 杉浦　貴 木下　英規

（日体大助手） （山梨学院大） （国士大助手） （秋田・秋田経法大付高教） （自衛隊） （自衛隊）

小菅　裕司 小平　清貴 矢野　倍達 瀬川　浩寿 山口　孝二 篠崎　正二

（自衛隊） （山梨学院大） （三信電気） （警視庁） （自衛隊） （自衛隊）

小幡　弘之 吉田 清太郎 茂野　充宏 浜上　稔 鈴木　克彰 室谷　正憲

（警視庁） （国士大） （和歌山県教委） （宮崎・宮崎農高教） （拓　大） （室谷鉄工所）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

清水　美里 吉村　祥子 池田　美憂

（代々木ク） （ＴＢＣ東京ビューティーセンター） （日体パンサーズ）

篠村　敦子 吉田 沙保里 辻　結花

（福岡大） （三重・久居高） （リプレ中京女大）

清水 真理子 沢田　千恵 伊調　千春

（埼玉・埼玉栄高教） （リプレ中京女大） （京都・網野高）

正田　絢子 鈴木　亜里 宮崎　未樹子

（京都・網野高） （日　大） （住友海上火災）

宮本　知恵 住谷　礼子 宮本 さと美

（リプレ中京女大） （東洋大） （高岡法大）

浜口　京子 佐々木 昌子 越智　雅子

（浜口ジム） （高岡法大） （リプレ中京女大）
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【女　子】（５月30日、東京・スポーツ会館　31日、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

◎1998年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田南部　力 長尾　勇気 田村　茂一 佐々木 昌常 豊田　雅俊 安原　隆

（警視庁） （日体大助） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

関川　博紀 山本　徳郁 石嶋　勇次 西見　健吉 笹本　睦 平井　進悟

（新潟県体協） （山梨学院大） （綜合警備保障） （自衛隊） （日体大） （拓　大）

宮田　和幸 伊東　克佳 佐藤　将章 平井　満生 元木　康年 伊是名 正旭

（クリナップ） （河北建設） （宮越工芸） （日体大） （自衛隊） （日体大）

和田　貴広 天谷　満博 織山　昭仁 永田　克彦 大井　将憲 三宅　靖志

（和歌山教育庁） （警視庁） （自衛隊） （警視庁） （長野県協会） （東海商船）

小幡　邦彦 小柴　健二 鈴木　豊 片山　貴光 伊藤　光伸 加納　篤

（山梨学院大） （自衛隊） （日　大） （自衛隊） （宮越工芸） （日体大）

川合　達夫 横山　武典 太田　充洋 松本　慎吾 横山　秀和 杉浦　貴

（日体大助） （国士大助） （日体大） （日体大） （秋田・秋田経法大付高教） （自衛隊）

小菅　裕司 中尾　芳広 小平　清貴 篠崎　正二 山口　孝二 岩渕　利則

（自衛隊） （自衛隊） （山梨学院大） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁）

小幡　弘之 吉田 清太郎 諏訪間 幸平 浜上　稔 室谷　正憲 阿部　雄二

（警視庁） （土崎消防署） （中大ＯＢ） （宮崎・宮崎農高教） （和歌山武道館） （東洋大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

山本　美憂 幹　佳奈子 平岡　深雪

（ＰＵＲＥＢＲＥＤ） （福岡大） （埼玉・埼玉栄高）

坂本 日登美 伊調　千春 新海　朋子

（中京女大） （京都・網野高） （中京女大）

清水 真理子 山本　聖子 菅　綾子

（埼玉・埼玉栄高教） （日　大） （埼玉・埼玉栄高）

岩間　怜那 正田　絢子 鈴木　亜里

（中京女大） （京都・網野高） （日　大）

宮本　知恵 越智　雅子 菅原　美々

（中京女大） （中京女大） （埼玉・埼玉栄高）

浜口　京子 佐々木 昌子 須能　佳奈子

（浜口ジム） （高岡法大） （土浦日大高）
75

【女　子】（12月22～23日、東京・代々木第二体育館）
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【フリースタイル】 【グレコローマン】

54 54

58 58

◎1999年
（11月26～28日、埼玉・新座市民総合体育館）



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

田南部　力 長尾　勇気 田村　茂一 村田　知也 安原　隆 豊田　雅俊

（警視庁） （日体大助手） （自衛隊） （日野ク） （自衛隊） （警視庁）

関川　博紀 石嶋　勇次 平井　進悟 笹本　睦 富谷　光雄 吉田　誠治

（三条工高教） （綜合警備保障） （拓　大） （綜合警備保障） （自衛隊） （特別警備保障）

金渕　清文 山本　英典 池松　和彦 飯室　雅規 西田　哲人 平井　満生

（国士大） （自衛隊） （日体大） （自衛隊） （自衛隊） （綜合警備保障）

天谷　満博 伊東　克佳 小路　伸亮 永田　克彦 斉藤　柔 土田　樹史

（土浦日大高教） （河北建設） （拓　大） （警視庁） （自衛隊） （特別警備保障）

小幡　邦彦 小柴　健二 太田　拓弥 菅　太一 倉本　忠 酒井　紀富

（山梨学院大） （自衛隊） （和歌山県教育庁） （日　大） （日野中教） （拓　大）

川合　達夫 横山　秀和 横山　武典 松本　慎吾 谷口　周平 太田　宣明

（板倉高教） （秋田市役所） （国士大助手） （一宮運輸） （自衛隊） （自衛隊）

小平　清貴 裾分　隆仁 田中　章仁 森角　裕介 太田　浩史 加藤　賢三

（山梨学院大） （南九州大） （三井高） （日体大） （青学大職） （大東大）

今村　雄介 矢野　通 沢田　直樹 鈴木　克彰 室谷　正憲 滝澤　慎

（高田道場） （日　大） （拓　大） （警視庁） （和歌山県立武道館） （橋　本）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

清水　美里 織田　智絵 平岡　深雪

（ジャパンビバレッジ） （東洋大） （埼玉・埼玉栄高）

坂本 日登美 新海　朋子 伊調　千春

（中京女大） （中京女大） （東洋大）

山本　聖子 清水 真理子 吉田 沙保里

（日　大） （群馬県協会） （三重・久居高）

岩間　怜那 正田　絢子 鈴木　亜里

（中京女大） （東洋大） （ジャパンビバレッジ）

宮本　知恵 斉藤　紀江 菅原　美々

（中京女大） （代々木ク） （国士大）

浜口　京子 富岡 多恵子

（浜口ジム） （国士大）
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68

75

97 97

130 130

【女　子】
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◎2000年
（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】


