
年 場　　　所

1997年 ７／５－６

（平９） 東京・駒沢体育館

1998年 ７／11－12

（平10） 東京・駒沢体育館

1999年 ７／18－19

（平11） 東京・駒沢体育館

2000年 ７／15

（平12） 東京・駒沢体育館

2001年 ７／14－15

（平13） 東京・駒沢体育館

年 場　　　所

2002年 ７／13－14

（平1４） 東京・駒沢体育館

2003年 ７／12－13

（平1５） 埼玉・志木市民体育館

2004年 ６／19－20

（平16） 埼玉・志木市民体育館

2005年 ７／９－10

（平17） 東京・青少年総合センター

2006年 ７／１－２

（平18） 静岡・東伊豆市民体育センター

2007年 ７／７－８

（平19） 千葉・佐倉市民体育館

2008年 ７／12－13

（平20） 埼玉・朝霞市民総合体育館

2009年 ７／４－５

（平21） 埼玉・和光市総合体育館

2010年 ７／３－４

（平22成） 山形・山形スポーツセンター

2011年 ７／２－３

（平23） 埼玉・和光市総合体育館

2012年 ７／14－15

（平2４） 埼玉・和光市総合体育館

（クラステホリス）

吉村　祥子 清水　美里 篠村　敦子

鈴木　綾乃

桜井　宏美

（ＴＢＣ東京ビューティセンター） （代々木ク） （中京女大ク） （ジャパンビバレッジ）

富岡　多恵子

（ＴＢＣ東京ビューティセンター） （ジャパンビバレッジ （福岡市スポーツ振興事業団） （ジャパンビバレッジ） （ジャパンビバレッジ）

（スポーツ東急） （代々木ク）

【出場なし】

三田寺 由香

（中京女大ク）

榎本　みほ

吉村　祥子 清水　美里 中谷　美沙 鈴木　亜里

【出場なし】
江中　和世吉村　祥子 清水　美里 宮崎　未樹子

【出場なし】

（ＴＢＣ） （リプレ中京女大ク）

（王子自動車学校） 

永島　聖子

（全日本女子プロレス）

吉村　祥子 辻　結花 三田寺 由香 成国　晶子

【出場なし】

【出場なし】

（ＥＩＫＯＨク）

（クリナップ）（スポーツビス） （日体大）

（自衛隊）

立光　志織

（アイシン・エイ・ダブリュー）

（自衛隊）

（自衛隊）

吉村　祥子

（ＴＢＣ）

51kg級

鳥海 智恵子

（なとり）

68kg級

星川　君枝

62kg級

向井　裕子

（代々木ク）

鈴木　綾乃 松川 知華子 正田　絢子

（ランクアップ平野屋） （ジャパンビバレッジ） （ジャパンビバレッジ） （網野ク）

桜井　宏美

宇野　安奈 鈴木　博恵

（ジャパンビバレッジ） （代々木ク） （ジャパンビバレッジ） （フォンテーヌ） （自衛隊）

松川 知華子 中田　絵理子 島田 佳代子 工藤 佳代子

新海　真美
【出場なし】

（アイシン・エイ・ダブリュー）（自衛隊）

【出場なし】

（自衛隊）

鈴木　綾乃 桜井　宏美 松川 知華子 正田　絢子 島田 佳代子

（アイシン・エイ・ダブリュー） （ジャパンビバレッジ）

工藤 佳代子

（エスオペレーション） （自衛隊） （ジャパンビバレッジ） （自衛隊）

（ジャパンビバレッジ）

金澤　早紀

（代々木ク） （ジャパンビバレッジ） （京都・網野高教）

（堺女子ク）（自衛隊）

【出場なし】
坂本 真喜子 坂本 日登美 関根　ゆう 石井　千恵 

甲斐　友梨 松川 知華子

（自衛隊）

新海　真美 佐野 明日香坂本 真喜子

（ジャパンビバレッジ）

【出場なし】 【出場なし】
（自衛隊） （自衛隊） （ＤＳＥ）

齊藤　貴子

【出場なし】

（自衛隊）

（代々木ク） （中京女大ク） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障）

佐野 明日香本橋　裕子 坂本 真喜子 松川 知華子 関根　ゆう

（中京女大ク）

山田　広子 服部　担子 岩間　怜那 正田　絢子 坂本　襟

（東洋大ＯＧ）（中京女大大学院）

（会田ビル）

63kg級

鈴木　亜里

（ＪＢク）

（ジャパンビバレッジ）

（ジャパンビバレッジ）

斉藤　紀江

（ジャパンビバレッジ）

浜口　京子

72kg級51kg級

清水　美里

（ＪＢク）

59kg級

【出場なし】
（ＪＢク）

八木　淳子

（リプレ）

中西 はつみ 正田　絢子 坂本　襟

鳥海 智恵子 菅原　和美 海原　未央
【出場なし】

（代々木ク）

（エステティック東京） （代々木ク） （和光ク）

吉村　祥子 鳥海 智恵子 坂本 日登美

吉村　祥子

（東京ＴＢＣ）

（ジャパンビバレッジ） （志映館）

56kg級

斉藤　紀江

【出場なし】
（代々木ク）

（代々木ク）

清水　美里

75kg級

高橋　洋子

46kg級

55kg級

三田寺 由香

（代々木ク）

鈴木　亜里

67kg級

斉藤　紀江

48kg級

池亀　優希 早見 なつみ 正田　絢子 飯島　千晶

全日本社会人選手権（女子）　歴代優勝選手

（ＴＢＣ） （代々木ク） （スポーツエリックス） （農大ク）

斉藤　紀江

鈴木　博恵

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （九州共立大） （京都・網野高教） （日大） （クリナップ）

中谷　亜依 太田　理穂



年 場　　　所

2013年 ７／６－７

（平25） 広島・福山市体育館

年 期日・場所

2014年 ７／５－６

（平26） 埼玉・和光市総合体育館

2015年 ７／４－５

（平27） 埼玉・和光市総合体育館

2016年 ７／２－３

（平28） 埼玉・和光市総合体育館

2017年 ７／１～２

（平29） 埼玉・和光市総合体育館

年 期日・場所

2018年 ７／７－８

（平30） 埼玉・和光市総合体育館

2019年 ７／６－７

（令元） 埼玉・和光市総合体育館

2020年 ６／27－28

（令２） 埼玉・富士見市立総合体育館

2021年 10／30－31

（令３） 埼玉・富士見市立総合体育館

2022年 ７／２－３

（令４） 埼玉・富士見市立総合体育館 （アイシン） （日体大） （日　大）
（出場なし）

源平彩南 髙田ここな 大関永優美

（佐賀県スポーツ協会） （育英大） （自衛隊） （法　大） （自衛隊） （警視庁クラブ）

田中ゆき 下野佑実 奥野春菜 菊田　花 德原姫花 坂野結衣

全日本社会人選手権（女子）　歴代優勝選手－２

（法　大） （自衛隊）

48kg級 51kg級 55kg級 59kg級 63kg級 67kg級 72kg級

（日　大） （ジャパンビバレッジ） （日　大） （京都・網野高教） （東新住建） （早　大）

（自衛隊） （警視庁クラブ）

矢後　佑華 鈴木　綾乃 倉舘　愛 正田　絢子 伊藤　彩香 高橋 海寿々 亀井　彩 馬場 菜津美

（日大クラブ） （九州共立大） （自衛隊） （網野クラブ） （早　大） （自衛隊）

69kg級 75kg級

青野 ひかる 入江 ななみ 堀内　優 正田　絢子 香山　芳美 伊藤 友莉香 工藤 佳代子 飯島　千晶

48kg級 53kg級 55kg級 58kg級 60kg級 63kg級

鈴木　博恵

（九州共立大） （早　大） （自衛隊 （環太平洋大） （自衛隊） （日　大） （クリナップ）

入江　ゆき 田中 亜里沙 池亀　優希 隈部　千尋 伊藤 友莉香 飯島　千晶

志土地希果 入江ゆき 倉舘　愛 斉藤ほのか 三浦由起子 伊藤彩香 吉井瑞江 阿部梨乃

（ジェイテクト） （自衛隊） （日　大） （東京・安部学院高教） （法　大） （東新住建） （自衛隊） （日　大）

（警視庁クラブ） （日本文理大）

伊藤史織 宮原　優 菅原ひかり 望月芙早乃 坂野結衣 伊藤友莉香

榎本美鈴 今井海優

飯島千晶 齋藤未来

（ジャパンビバレッジ） （博報堂ＤＹスポーツ） （岩手・種市高教） （自衛隊） （警視庁クラブ） （自衛隊）

今川朋乃伽

50kg級 53kg級 55kg級 57kg級 59kg級 62kg級

（自衛隊）

65kg級 68kg級 72kg級 76kg級

澤田千優 入江ななみ 矢後佑華 田南部夢叶 岩澤希羽

榎本美鈴

鈴木華恋 齋藤未来

（青山学院大） （福井県協会） （警視庁クラブ） （日体大） （至学館大） （日体大） （環太平洋大）

（警視庁クラブ） （環太平洋大）

（日体大） （日本文理大）

五十嵐未帆 小坂歩未 矢後佑華 太田若那 今　佑海 坂野結衣

（日体大） （自衛隊）
（出場なし）

丸山栞和 阿部梨乃

（NSSU KASHIWA） （法　大） （警視庁クラブ） （東洋大） （鹿児島県協会）

新型コロナウィルス感染拡大のため中止

新型コロナウィルス感染拡大のため中止


