
年 期日・場所

1984年

（昭59）

1985年 11／23－24

（昭60） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1986年 11／22－23

（昭61） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1987年 11／21－22

（昭62） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1988年 11／19－20

（昭63） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1989年 11／18－19

（平元） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1990年 11／24－25

（平２） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1991年 11／９－10

（平３） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1992年 11／14－15

（平４） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1993年 11／22－23

（平５） 神奈川・横浜市消防訓練センター

1994年 11／12－13

（平６） 東京・スポーツ会館

1995年 12／２－３

（平７） 東洋大

1996年 11／23－24

（平８） 神奈川・六ツ川高

年 期日・場所

1997年 11／１－２

（平９） 埼玉・志木市民体育館

【出場なし】

（琴丘町役場） （宮越工芸） （宮越工芸） （レイキ）（自衛隊） （自衛隊） （クリナップ） （川内自衛隊）

54kg級 58kg級 63kg級 69kg級 74kg級 85kg級 97kg級 130kg級

柴田　寛 高橋　善孝 木内　樹 福島　英治田岡　師範 森　茂樹 横瀬　二郎 外屋敷　剛

十川　健二

（日南市協会） （クリナップ） （宮越工芸） （横須賀自衛隊） （警視庁） （綜合警備保障） （北熊本自衛隊） （宮越工芸） （クリナップ） （宮崎・清武養護学教）

土屋　忠彦 山口　英雄 平井　信寛 奥屋敷 賢彦 松元　大吉 山方　政人 喜村　健作 木内　樹 和田　敏行

十川　健二

（自衛隊） （ナガセ） （千葉県協会） （宮崎県協会） （千葉県協会） （クリナップ） （国際証券） （栄魂クラブ） （国際建設） （宮崎県協会）

火縄　公男 山口　英雄 中野　秀紀 中石　義洋 大木　恵一 広野　武宏 木川　秀隆 野口　篤史 矢ケ崎 秀樹

奥　博文

（自衛隊） （国際証券） （綜合警備保障） （自衛隊） （川内自衛隊） （クリナップ） （宮城クラブ） （コスモスペース） （高知・高知東高教） （川内自衛隊）

火縄　公男 飯田　泰次 石嶋　勇次 奥屋敷 賢彦 泉　保久 今村　浩之 岸本　茂範 エリック・ドウス 小玉　康二

梅田　誠幸

（自衛隊） （YAZAKI沼津） （国際証券） （京　樽） （ＭＰＧ） （自衛隊） （西神そごう） （コスモスペース） （高知・高知東高教） （アイシン精機）

火縄　公男 小山田 秀晴 飯田　泰次 栄　和人 吉田　実 外屋敷　剛 高木　博章 エリック・ドウス 小玉　康二

雅楽川 欣一

（青森クラブ） （中松水産） （大東大クラブ） （京　樽） （少年工科学校） （東海クラブ） （西神そごう） （国際証券） （千葉県協会） （クリナップ）

葛西　正人 藤村　和人 藤谷　務 栄　和人 泉　保久 長井　保幸 高木　博章 木川　秀隆 水橋　徹

鈴木　賢一

（アイシン精機） （愛隣会） （東洋大倶楽部） （自衛隊） （国士舘大助） （自衛隊） （日立ＴＯクラブ） （自衛隊） （香川県協会） （千葉県協会）

岩坂　香治 丹治　尚弘 藤谷　務 松田　高行 藤田　隆和 横山　興道 岸本　茂範 本田　大 野々村　孝

神子沢 健一

（自衛隊） （愛隣会目黒恵国寮） （自衛隊） （京　樽） （国士舘クラブ） （自衛隊） （鶴見クラブ） （アイシン精機） （自衛隊） （自衛隊）

丸山　祐司 丹治　尚弘 花田　秀実 栄　和人 藤田　隆和 杉野　浩吉 関場　輝史 石庭　新五 山口　孝二

大川　浩一

（静岡クラブ） （自衛隊） （警視庁） （自衛隊） （自衛隊） （福井県協会） （アイシン精機） （自衛隊） （三洋電機） （警視庁）

　菊地　喜郷 笹山　秀雄 角地山　豊 岡田　実 外屋敷　剛 窪田　伸広 石庭　新吾 和久井　始 島田　宏

（福井県協会） （国士舘クラブ） （朝霞消防署） （日体大クラブ）（自衛隊） （山梨クラブ） （警視庁） （自衛隊） （三洋電機）

福永　明彦 大橋　正教 角地山　豊 吉田　実 宮本　公裕 有延　伸一 梅木　稔 平山　宣伸 篠木　英治

大川　浩一

（ユナイテッドスティール） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （少年工科学教） （警視庁） （朝霞消防署） （自衛隊） （三洋電機） （警視庁）

矢作　章 入江　隆 奥屋敷 賢彦 五十嵐 淳一 坂口　秀春 中田　薫 梅木　稔 和久井　始 島田　宏

大川　浩一

（青森・光星学院高ＯＢ） （自衛隊） （日体大クラブ） （自衛隊） （日体大クラブ） （日体大クラブ） （山梨クラブ） （山梨クラブ） （本田技研鈴鹿） （警視庁）

笹山　秀雄 蝦名　康一 佐藤　満 五十嵐 淳一 原　喜彦 平山　宣伸 安田 紀久雄 赤石　明雄 堀　正治

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （山梨クラブ）（ユナイテッドスティール） （ユナイテッドスティール） （山梨クラブ） （自衛隊） （自衛隊）

130kg級

矢作　章 大塚　隆弘 文田　敏郎 五十嵐 淳一 湯田　善吉 杉野　浩吉 和久井　始 安田 紀久雄 対馬　正敏
【出場なし】

全国社会人オープン選手権（男子フリースタイル）　歴代優勝選手
48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級 100kg級 100kg以上級



年 期日・場所

1998年 １／23－24

（平10） 埼玉・志木市民体育館

1999年 ２／19－20

（平11） 東京・スポーツ会館

2000年 11／18－19

（平12） 神奈川・逗子市立体育館

2001年 11／３－４

（平13） 東京・スポーツ会館

年 期日・場所

2002年 11／23－24

（平1４） 東京・スポーツ会館

2003年 11／15－16

（平1５） 埼玉・新座市民総合体育館

2004年 11／13－14

（平16） 東京・スポーツ会館

2005年 ７／19－20

（平17） 東京・スポーツ会館

2006年 11／25－26

（平18） 東京・スポーツ会館

2007年 11／23－24

（平19） 東京・スポーツ会館

2008年 11／22－23

（平20） 東京・スポーツ会館

2009年 11／21－22

（平21） 東京・スポーツ会館

2010年 11／20－21

（平22成） 東京・スポーツ会館

2011年 11／19－20

（平23） 東京・スポーツ会館

2012年 11／24

（平24） 神奈川・逗子アリーナ

2013年 11／23

（平25） 神奈川・逗子アリーナ

（山形市役所） （長崎・島原特別支援学校） （山梨クラブ） （読売千葉広告社） （奈良・二階堂高講） （自衛隊） （日亜化学工業）

金澤　勝利

（自衛隊） （高安組） （和歌山県協会） （中原養護学校教） （筑西広域消防本部） （自衛隊） （自衛隊）

川野　陽介 高安　直人 江川　潤

須藤　学 松本　桂 五位塚　優 佐藤　吏

（自衛隊） （中大クラブ）

山名　隆貴 岡　太一 曽我部　健

（前川製作所）（自衛隊） （前川製作所） （山梨クラブ） （K-POWERS）

（山口県体協） （NEWS-DERI） （前川製作所）

アントニー・カサノバ

（自衛隊） （神奈川県協会） （ＳＲＣ育成選手） （国士舘大学大学院）

（川内自衛隊） （CAMUSA） （前川製作所）

山内　拓真 安澤　薫

山内　拓真 内村　勇太 五位塚　優 小島　豪臣 永田　裕城 中井　伸一

（本問組）

長尾 武沙士 富岡　直希 小原　康司 桜井　浩二 村上　祐太 山本　美仁 アントニー・カサノバ

大沢　茂樹 宮原　崇 柴田　寛 下屋敷 圭貴 アントニー・カサノバ

（近大ク） （NEWS-DERI） （自衛隊） （前川製作所）

（クリナップ） （警視庁大井警察署） （ジャパンビバレッジ） （山形クラブ）

（千葉・松戸特別支援学校教） （いなべク）（自衛隊） （新潟・新潟県央工高教）

（秋田商高教） （第一建設工業）

清水 聖志人 菊池　憲 藤本　健太 設楽　卓 加藤　陽輔 宮路　高行

（自衛隊） （東洋水産）

足立　竜一 井上　謙二 岩山　元彦 萱森　浩輝 高橋　龍太 相沢　純

桜井　紀宏

（自衛隊） （スターツグループ）

（広島県協会）

渡辺　大 大津　卓睦 山本　英典 萱森　浩輝 渋江　悠介 小林　永敏 幸野　亨

（静岡ク）

（自衛隊） （自衛隊） （専大ク） （新潟・新潟県央工高教）

中本　将生

（自衛隊） （自衛隊）

（自衛隊）

足立　竜一 田岡　秀規 古里　光司 萱森　浩輝 高橋　龍太 相沢　純 金親　幸嗣

（中大クＢ）

（自衛隊） （警視庁） （自衛隊） （新潟・巻総合高教）

（自衛隊） （中大クＢ）（神奈川・日大藤沢高教）（新潟・新潟県央工高教）

（明大ＯＢクラブ） （福島・喜多方工高教）（自衛隊） （新潟・巻総合高教）

（大分県協会） （松阪クラブ）

足立　竜一 井上　真一 黒田　清志 本名　栄仁 太田　充洋 長岡　裕

（徳山大コーチ） （松坂クラブ）

杉谷　武志 上田　将勝 小原　康司 木村　享史 柴田　寛 吉田　栄利

秋葉　洋一

（自衛隊） （リーデン）

（だっぺクラブ）

徳留　旭 上田　将勝 小原　康司 本名　栄仁 小尾　公彦 後藤　洋一 奈良　英則

（警視庁）

（自衛隊） （リーデン） （自衛隊） （自衛隊）

鴻巣　晶俊

55kg級 60kg級

（徳山大レスリング部） （明治大倶楽部） （愛媛県協会） （だっぺク）（宮越工芸） （青山ク） （自衛隊） （新潟・新潟北高教）

120kg級84kg級 96kg級66kg級 74kg級

（川内自衛隊） （千里山クラブ） （倉敷クラブ） （愛媛県協会）（自衛隊） （宮越工芸） （倉敷クラブ） （自衛隊）

柴田　寛 森　陽保 土居　克也 鴻巣　晶俊角地山　豊 千代延　寿 井上　謙二 本名　栄仁

（自衛隊） （宮越工芸） （チームアルベーロ） （富山県協会）（宮越工芸） （スポーツ会館） （自衛隊） （自衛隊）

外屋敷　剛 中尾　昭 神内　伸司 土居　克也井上　英 戸井田 昌教 山縣　健司 山本　英典

（今村重機） （加茂実業） （北熊本自衛隊） （富山県協会）（宮越工芸） （志賀町クラブ） （自衛隊） （クリナップ）

斎藤　柔 高橋　善孝 土居　克也 平野　誠一戸井田 昌教 佐藤　力 山本　英典 青木　篤志

54kg級 58kg級 63kg級 69kg級 74kg級 85kg級 97kg級 130kg級

今村　直樹 中尾　昭 喜村　健作 平野　誠一戸井田 昌教 山下　勝 山本　英典 宮田　和幸

全国社会人オープン選手権（男子フリースタイル）　歴代優勝選手－２

小島　豪臣 奈良部 嘉明 福井　裕士



年 期日・場所

2014年 11／22

（平26） 神奈川・逗子アリーナ

2015年 11／22

（平27） 神奈川・逗子アリーナ

2016年 10／30

（平28） 神奈川・逗子アリーナ

2017年 10／22

（平29） 神奈川・逗子アリーナ

年 期日・場所

2018年 11／17－18

（平30） 埼玉・富士見市立市民総合体育館

2019年 10／26－27

（令元） 埼玉・和光市総合体育館

2020年 10／24－25

（令２） 埼玉・富士見市立市民総合体育館

2021年 10／30－31

（令3） 埼玉・富士見市立市民総合体育館

須惠勝貴

（築上クラブ） （埼玉・花咲徳栄高教） （住友金属鉱山） （サコス） （自衛隊） （筑西広域消防本部） （日大大学院） （愛知・名古屋工高教） （自衛隊） （大阪府警）

有延大輝 前田頼夢 米澤　圭 阿部宏隆 高谷大地 奈良部嘉明 白井勝太 山中良一 松坂誠應

田中哲矢

（大宮32普連） （ニトリ） （自衛隊） （高安組クラブ） （AACC） （アカチコーポレーション） （慶大レスリング部） （ALSOK） （自衛隊）
【出場なし】

大城一晟 但野　航 川野陽介 砂川航祐 水野真斗 赤地俊樹 与那覇竜太 竹内亮亘

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級 79kg級 86kg級 92kg級 97kg級 125kg級

全国社会人オープン選手権（男子フリースタイル）　歴代優勝選手－３

川野　陽介

（自衛隊）

高安　直人 細越　孝紀

（三恵海運）

井上　貴尋

（三恵海運）

97kg級 125kg級

竹田　展大 船木　拓也 菊地　憲 黒崎　辰馬 江藤　公洋 葈澤　謙 笹川　久志

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級 74kg級

（警視庁ク）

奈良部 嘉明

（筑西広域消防本部）

柳谷将広

（自衛隊）

福井裕士

（自衛隊）（高安組）

栗本 幸次郎

86kg級

田中　哲矢

（警視庁クラブ） （鮮ど市場）

（自衛隊）

（自衛隊） （自衛隊） （ランクアップ平野屋） （中大クラブ） （阪神酒販） （自衛隊）

（専大クラブ）

細谷 翔太朗 吉川裕介

桑木　黎 船木　拓也 栗森 幸次郎 大谷　健輔 北村　公平 村山　貴裕 細谷 翔太朗 村上　佳児

（自衛隊） （静岡クラブ） （福岡大職） （専大クラブ） （自衛隊） （新潟・新潟県央工高教）

（高知・高知東高） （自衛隊） （三重・朝明高教） （青山学院大職） （自衛隊） （筑西広域消防本部） （警視庁クラブ） （練馬第１普通科連隊）

中野　晶太 船木　拓也 中田　陽 松田　健悟 岡崎　一輝 奈良部 嘉明

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


