
年 期日・場所

1967年 12／２－３

（昭42） 東京・青少年スポーツセンター

1968年 ６／15－16

（昭43） 東京・青少年スポーツセンター

年 期日・場所

1969年 ６／７－８

（昭44） 東京・青少年スポーツセンター

1970年 ６／27－28

（昭45） 東京・岸記念体育館

1971年 ６／４－６

（昭46） 東京・青山レスリング会館

1972年 ６／９－11

（昭47） 東京・青山レスリング会館

1973年 ６／15－17

（昭48） 東京・青少年総合センター

年 期日・場所

1974年 ５／25－26

（昭49） 秋田・秋田勤労福祉センター

1975年 ６／21－22

（昭50） 埼玉・朝霞自衛隊

1976年 ５／５－６

（昭51） 東京・青少年スポーツセンター

1977年 ５／13－14

（昭52） 東京・青少年スポーツセンター

1978年 ５／４－５

（昭53） 東京・青少年スポーツセンター

1979年 ５／19－20

（昭54） 東京・青少年スポーツセンター

1980年 ７／５－６

（昭55） 東京・青少年スポーツセンター

（自衛隊）

伊沢　厚

100kg級 100kg以上級

（自衛隊）

82kg級 90kg級

（警視庁）

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級

【参加なし】

（三和銀行） （新坂ヘルス・ク） （岐阜県協会） （和歌山県教委）

藤田　芳弘

今村　民夫

（群上紡績） （警視庁）（徳島・池田高教）

伊沢　厚

三戸　豊治

（警視庁） （自衛隊） （自衛隊）

松木　信広

畠山　仁美

長島　偉之

（警視庁）

長島　偉之

（足利工高教）

渡辺　正明 沢内隆夫 野田　秀彦 加藤　隆三 岡　唯勝 藤井　照雄

（中野ク） （自衛隊）

水島 田中　操 杉山　三郎 岩室　好純 出河　満男

（群上紡績）

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級

（垂水中教） （自衛隊） （松阪工高教）

82kg級

山口　勇雄

100kg級

渋谷周一

74kg級

伊沢　厚 藤森　安一 森　　康哲

（自衛隊）（栃ノ葉ク） （警視庁）（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （和歌山県教ク） （滋賀県体協）

福山　雄二 宮原　厚次 阿佐　雄二 藤田　勅 山口　勝之 南　敏文

藤森　安一 森　　康哲

（自衛隊） （国士大教） （自衛隊） （自衛隊） （宮崎ク） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

純浦　文夫

（八戸ク） （和歌山県武道館）

宮原　厚次 朝倉　利夫 円　大海 杉野　浩吉 西村　盛正 野口　次男

（アイシン精機） （三重・桑名工高教） （自衛隊） （自衛隊） （宮崎ク） （自衛隊）

宇野　勝彦 円　大海 上妻　貞雄 西村　盛正 野口　次男

（三重県庁） （三重・桑名工高教） （自衛隊） （アイシン精機） （自衛隊） （自衛隊）

森　　康哲

（警視庁） （警視庁）

吉田 松永　清志

（自衛隊）

（三重ク）

高村　勝義 宇野　勝彦 阿佐　雄二 乙守　豊 平井　一十司 野口　次男 伊沢　厚

西村　盛正 園山　浩 今村　民夫

（三重ク） （自衛隊） （自衛隊） （アイシン精機） （自衛隊）

（警視庁） （和歌山県教委）

高村　勝義

（羽沢ク） （木口道場）

（自衛隊）

高村　勝義 菊田　順宏 円　大海 乙守　豊

（三重県庁） （三重・桑名工高教） （三重県庁） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁）

宇野　勝彦 吉田　栄勝 平井 一十司 高瀬　義郎 長友　寧雄

秋山　安成

（秋商ク） （和歌山県教委） （自衛隊）

秋山　安成

（三重県庁） （小玉合名） （宇治山田高教） （自衛隊） （和歌山県教委） （警視庁）

（自衛隊）

高村　勝義 石田　和春 藤瀬　勝信 高洲　恵三 高田　直昭 沖村　真五 茂木　優 山口　勇雄 谷　公市

（丸紅） （小玉合名） （木口道場） （大阪協会） （警視庁） （警視庁）

服部　勤

（自衛隊） （木口道場）

（岐阜ク）

今野　隆三 石田　和春 柴田　益美 斉藤　久雄 小林　武 松浪 健四郎

（茨木大OB） （小玉合名） （松阪ク） （和歌山ク）

三戸　豊治 秋山　安成沖村　真五

西村　盛正 松浪 健四郎

（日大OB） （日大OB） （木口道場） （警視庁）

三戸　豊治

（斎藤道場） （斎藤道場） （京浜土地） （警視庁） （自衛隊）

山口　隆三 石田　和春 杉山三朗 児玉　和雄 平井 一十司

留岡　正明

【参加なし】

石田　和春 沢内和興 大館　利美 荒川　明夫 阿倍　安雄 伊藤　勝春

（自衛隊） （小玉合名）

山口　勇雄

（小泉ク） （自衛隊）（群上紡績）

（自衛隊） （東京カローラ）

100kg以上級

藤井　照雄 国安　尚之

90kg級

小島 山口　勇雄

（大阪プール学院） （日本スタミノン） （和歌山県教委） （自衛隊）

佐藤

フライ級

（東京パブリカ） （自衛隊） （高崎クラブ）

藤浦 岩室　好純 高橋 桜井　藤雄 藤井　照雄

平山 紘一郎 池内 岩室　好純 桜井　藤雄 阿倍 長尾　猛司

全日本社会人選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手
ミドル級バンタム級 フェザー級 ライト級 ウエルター級 ライトヘビー級 ヘビー級

【参加なし】 【参加なし】 【参加なし】

（自衛隊） （ヘルスクラブ） （日本スタミノン） （自衛隊）

【参加なし】

【参加なし】

【参加なし】

【参加なし】

【参加なし】

【参加なし】

【参加なし】【参加なし】

【参加なし】

三戸　豊治



年 期日・場所

1981年 ６／６－７

（昭56） 東京・青少年スポーツセンター

1982年 ５／29－30

（昭57） 国士舘大体育館

1983年 ５／３－５

（昭58） 埼玉・朝霞総合体育館

1984年 ６／２－３

（昭59） 埼玉・朝霞総合体育館

1985年 ５／25－26

（昭60） 神奈川・横浜消防訓練センター

1986年 ６／７－８

（昭61） 東京・駒沢体育館

1987年 ６／13－14

（昭62） 東京・青少年総合センター

1988年 ７／２－３

（昭63） 東京・青少年総合センター

1989年 ６／３－４

（平元） 東京・青少年総合センター

1990年 ６／16－17

（平２） 東京・スポーツ会館

1991年 ５／18－19

（平３） 埼玉・朝霞市総合体育館

1992年 ６／20－21

（平４） 秋田・飯田川町小

1993年 ５／15－16

（平５） 愛知・アイシン精機

1994年 ４／30－５／１

（平６） 埼玉・東洋大

1995年 ６／10－11

（平７） 広島・大野町

1996年 ５／３－４

（平８） 福島・クリナップ体育館

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級

【参加なし】

（奈良ク）

蝦名　康一 一色　啓雅

74kg級

（和歌山県協会） （自衛隊） （自衛隊）

伊沢　厚

全日本社会人選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－２

福岡　浩二

（和歌山ク）（北日本通商）

今村　民夫

谷口　聖平 松永　清志

100kg以上級100kg級

（自衛隊）

秋山　安成

（和歌山ク）

保坂　竹道 松永　清志

蝦名　康一

（自衛隊） （自衛隊）

大城　利幸

（自衛隊） （自衛隊）

伊藤広道

（奈良ク） （自衛隊）

飛田　達也

阿佐　雄二

90kg級

大川　秀和

（栃ノ葉ク）

中島　光正

（自衛隊）

南　敏文

82kg級

長島　偉之

（自衛隊）

（自衛隊） （福島・須賀川高教） （福島・磐城農高教）

木下　英規 吉田　幸司 浜上　稔

（和歌山ク） （和歌山ク） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （クリナップ） （熊本県ク）

（自衛隊） （クリナップ） （福島県協会）

森下　浩 尾白　賢治 桜井　正人 元木　康年 永田　克彦 今村　浩之 喜村　健作

木下　英規 川島　一則 浜上　稔

（和歌山ク） （自衛隊） （徳島県協会） （自衛隊） （神奈川県協会） （警視庁ク） （香川ク）

（自衛隊） （アイシン精機） （福島県協会）

森下　浩 井口　摂 藤本　雅志 桜井　正人 吉本　収 木村　好男 佐々木 秀幸

木下　英規 梅田　誠幸 浜上　稔

（和歌山ク） （福島・田島高教） （徳島県協会） （アトラス・ク） （警視庁） （クリナップ） （香川ク）

（警視庁） （香川ク） （警視庁）

森下　浩 下村　保伸 藤本　雅志 林　雄一 木村　好男 今村　浩之 小林　希

岩渕　利則 野々村　孝 奈良　英則

（東洋紙業） （アイシン精機） （徳島県協会） （和歌山県協会） （警視庁） （クリナップ） （香川ク）

（奈良・高取高教） （自衛隊） （警視庁）

大城　正一 朝比奈　巌 藤本　雅志 出口　泰三 木村　好男 今村　浩之 佐々木 秀幸

東出　徹 山口　孝二 奈良　英則

（石川県協会） （山形ク） （自衛隊） （和歌山ク） （自衛隊） （鳥羽ク） （ヤマサン）

（自衛隊） (奈良ク） （警視庁）

加藤　欣央 清水　光二 西見　健吉 出口　泰三 吉田　実 植村　久弥 向井　孝博

山口　孝二 福辺　雅彦 奈良　英則

(北海道協会） （自衛隊） （自衛隊） （和歌山県協会） （自衛隊） (三重・鳥羽高教） (八田接骨院）

（自衛隊） （奈良県協会） （自衛隊）

山本　晋也 内　浩二 福崎　道大 出口　泰三 麦島　誠二 植村　久弥 向井　孝博

田崎　光之 福辺　雅彦 神子沢 健一

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （東海商船） （福岡ク）

（自衛隊） （奈良ク） （自衛隊）

丸山　祐司 池崎　友和 福崎　道大 元木　康年 木村　好男 三宅　靖志 得本　啓次

山口　孝二 福辺　雅彦 神子沢 健一

（静岡ク） （自衛隊） （自衛隊） （和歌山ク） （警視庁） （奈良ク） （自衛隊）

（山梨ク） （自衛隊） （自衛隊）

菊地　喜郷 佐々木 昌常 西見　健吉 出口　泰三 木村　好男 森　太郎 渡部　秀隆

赤石　明雄 近藤　務 神子沢 健一

（山梨ク） （警視庁） （自衛隊） （自衛隊） （東海商船） （山梨ク） （峰山高教）

（奈良ク） （奈良ク） （自衛隊）

大橋　正教 中森　昭平 西見　健吉 吉田　実 三宅　靖志 足立勝司 東出　明

東出　徹 福辺　雅彦 神子沢 健一

（山梨ク） （和歌山県協会） （自衛隊） （自衛隊） （沖縄県協会） （山梨ク） （沖縄県協会）

（奈良ク） （自衛隊） （警視庁）

大橋　正教 一色　啓雅 河本　勲 大城　利幸 森　　巧 湯浅邦茂 屋比久　保

（国士舘大助） （自衛隊） （沖縄県協会）

（警視庁）

一色　啓雅 黒飛　健 大城　利幸 森　　巧 伊藤広道 屋比久　保 東出　徹 近藤　務 藤森　安一

大川　浩一

（自衛隊） （和歌山ク） （自衛隊） （奈良ク） （自衛隊） （長野ク） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁）

堅立　保文

東出　徹 保坂　竹道

（富治商品）

大城　利幸 栄　和人 大久保 康裕 中島則行 森山　泰年 藤森　安一

作田　勝広

（木口道場）

山口　勝之 向井孝博 森山　泰年

（群馬県協会） （滋賀県体育館）

（和歌山県教ク） （自衛隊）

（警視庁）

（松江四中教） （青森たかこう道場） （国士大教） （自衛隊）

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊）

佐々木 文和 菊田　順宏 朝倉　利夫 江藤　正基

佐々木 文和 宮原　厚次 朝倉　利夫

福山　雄二 宮原　厚次 阿佐　雄二

（島根県協会） （自衛隊） （国士大教） （自衛隊） （和歌山県教ク）

蝦名　康一

（滋賀県体育館） （木口道場） （和歌山ク）（自衛隊）

山口　勝之 南　敏文 向井　孝博 谷口　聖平 松永　清志

130kg級

伊沢　厚

（警視庁）



年 期日・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 ７／15－16

（平12） 東京・駒沢体育館

2001年 ７／14－15

（平13） 東京・駒沢体育館

年 期日・場所

2002年 ７／13－14

（平1４） 東京・駒沢体育館

2003年 ７／12－13日

（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日

（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

（和歌山ク）

室谷　正憲

倉本　一真 葛西　直人

（自衛隊）

角　功介

（クリナップ）

谷口　周平

太田　宣明

（恵峰学園教） （自衛隊）

（自衛隊）

（自衛隊）

（日亜化学工業）

（日亜化学工業）

曽我部　健

（山形ク） （自衛隊）

（自衛隊） （自衛隊）

（日亜化学工業）

清水　早伸 佐々木　孝

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊）

福田　広樹

角　功介 伊藤　諒 曽我部　健

（自衛隊） （自衛隊）

（自衛隊） （自衛隊）

（自衛隊） （自衛隊）

（自衛隊） （三重・朝明高教）

尾形　翼 城戸　義貴 倉本　一真 清水　博之

（山口県協会）

（広島県協会）

曽我部 健

（徳島県協会） （徳山大職）

中本　将生

（大分・津久見高教） （自衛隊）

清水　早伸 城戸　義貴 井澤　涼 葛西　直人 伊藤　諒 森　保弘

平尾　清晴 堀　弘輔 清水　博之 角　功介 太田充洋 長田　吉弘

（新潟県協会） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊）

（加納建築）

長谷川 恒平 武田　佑基 下村　博 藤村　義 加納　篤

（焼津福一） （自衛隊） （自衛隊）

曽我部　健

曽我部　健 社藤　哲也

（スターツ） （自衛隊） （自衛隊） （日本文理大教） （日体大ＯＢ）

沢田　直樹

（倉敷ク） （自衛隊）

（大分県協会） （国士舘ク）

（倉敷ク）（日体大ＯＢ）

大津　卓睦 谷岡　泰幸 下村　博 後藤秀樹 太田　充洋

（大分県協会）（自衛隊） （自衛隊）

（徳山大）

村上　文清 森山 振一郎 伊藤　光 川向　敦支 太田　充洋 森　保弘 伏平　学

（日体大ク） （綜合警備保障） （自衛隊） （自衛隊） （恵峰学園教） （日体大ク）

藤田　康人 平井　進吾 綾田慎也 川向　敦支

（神奈川ク） （綜合警備保障）

永田　克彦

加納　篤 ハイドゥー・ホラシュー 沢田　直樹

（自衛隊） （警視庁） （新日本プロレス職） （自衛隊）

（神奈川ク） （自衛隊） （綜合警備保障） （自衛隊）

吉田　誠治 平井　進悟 富谷　光雄 菅　太一

室谷　正憲

（自衛隊） （和歌山ク）

55kg級 60kg級 120kg級

吉田　誠治 安原　隆 笹本　睦 大井　将憲 加納　篤 太田　宣明 諏訪間 幸平

（宮城電子工ク） （自衛隊）

66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

（綜合警備保障） （自衛隊）

（自衛隊） （特別警備保障）

（神奈川ク） （自衛隊）

吉田　誠治 清藤　利幸

（綜合警備保障） （宮越工芸） （宮越工芸） （自衛隊）

笹本　睦 小川　明彦 中村　征司 木下　英規

（青学大職） （警視庁）

安原　隆 吉田　誠治 平井　満生 久保　雅紀 伊藤　光伸 谷口　周平 太田　浩史 鈴木　克彰

篠崎　正二 室谷　正憲

（クリナップ） （熊本県ク）

（警視庁） （高岡総合プール） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （和歌山ク）

豊田　雅俊 西島　隆 西田　哲人 織山　昭仁

（宮越工芸） （青学大職）

伊藤　光伸 太田　浩史

（海上自衛隊横須賀） （員弁ク） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊）

瀬川　浩寿 篠崎　正二木村　浩二 弓矢　完二

（田島町チビッ子ク） （岐阜。長良養護学教） （警視庁）

西田　哲人 斎藤　柔 今村　浩之 喜村　健作

桜井　正人 花原　大介 宮本　健二

130kg級

馬渕　賢司 瀬川　浩寿

（グッドイヤーインターナショナル）(国士舘ク） （自衛隊） (警視庁） （大津フィジカルクラブ）

渡辺　哲朗 渡部　秀隆

125kg級

嘉戸　洋

54kg級 58kg級 63kg級 69kg級 74kg級 85kg級 97kg級

全日本社会人選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－３



年 期日・場所

2012年 ７／14－15

（平2４） 埼玉・和光市総合体育館

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 （自衛隊） （宮崎・福島高教） （山口県協会）
（出場なし）

川村洋史 松﨑勇人 山口直人

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （MTX GOLDKIDS） （自衛隊） （自衛隊）

古家野蓮 藤波諒太郎 河名真偉斗 成國大志 上垣勇二 堀江耐志

（自衛隊） （日亜化学工業）（自衛隊） （東京・自由ヶ丘学園高教） （三恵海運） （自衛隊） （阪神酒販） （自衛隊）

（中京学院大ク） （和歌山県協会）

河本　圭智 齊藤　潤 井上　智裕 亀井　竜昇 北村　公平 角　雅人 木下　駿 曽我部　健

（自衛隊） （宮崎・福島高） （三恵海運） （愛媛県協会） （長崎県協会） （自衛隊）

98kg級 130kg級

清水 早伸 柴田 慎吾 井上 智裕 泉　武志 村上　貴之 角　雅人 横井　健人 谷田　昇大

59kg級 66kg級 71kg級 75kg級 80kg級 85kg級

谷田　昇大

（自衛隊） （自衛隊） （愛媛県協会） （兵庫県協会） （自衛隊） （自衛隊） （和歌山県協会）

吉田　剛 清水　早伸 泉　武志 井上　智裕 伊藤　諒 林　龍之介

55kg級 60kg級 66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

佐々木　孝 成瀬　一彦 清水　博之 鶴巻　宰 山本　雄資 曽我部　健

（日亜化学工業）

全日本社会人選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－４

（ドン・キホーテグループ） （自衛隊） （岐阜県協会） （自衛隊） （自衛隊） （警視庁）

120kg級

梶　雅晴

田野倉翔太 川瀬克祥 梅野貴裕 花山和寛 前田祐也 岡嶋勇也 角　雅人 木下　駿

（クリナップ） （岩手県体協） （愛媛県協会） （自衛隊） （鳥取クラブ） （拓大クラブ） （自衛隊） （自衛隊）

平尾清晴 河名真寿斗 森　俊樹 井上智裕 阪部　創 川村洋史 角　雅人 オレッグ・ボルチン

（神奈川・西有馬小教） （クリナップ） （九州共立大） （富士工業） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （ブシロード）

55kg級 60kg級 63kg級 67kg級 72kg級 77kg級

小坂健太 鎌倉海斗 安中友茂 上垣勇二 高橋昭五 花山和寛

（自衛隊） （警視庁クラブ）

82kg級 87kg級 97kg級 130kg級

川村洋史 岡嶋勇也

山口高幸 向井識起

志喜屋正明 河野隆太

（国士舘クラブ） （高知・高知南高教） （石川県協会） （自衛隊） （警視庁クラブ） （自衛隊）

（警視庁クラブ） （自衛隊）

（自衛隊） （あづまフーズ）

竹田展大 大山允長 河本圭智 清水早伸 中橋　涼 阪部　創

（自衛隊） （あづまフーズ）

岡　太一 河野隆太

（WRESTLE-WIN） （羽田空港旅客サービス） （自衛隊OB） （自衛隊） （愛媛県競技力向上対策本部） （自衛隊）

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


