
年 期日・場所

1965年

（昭40）

1966年

（昭41）

1967年

（昭42）

1968年

（昭43）

年 期日・場所

1969年

（昭44）

1970年 ６／26－28

（昭45） 大阪・大阪府立体育会館別館

1971年 ６／26－27

（昭46） 大阪・桃山学院大

1972年 ６／24－25

（昭47） 大阪・大阪府立体育会館

1973年 ６／24－25

（昭48） 大阪・大阪府立体育会館別館

1974年 ６／21－23

（昭49） 大阪・大阪府立体育会館別館

1975年 ６／27－29

（昭50） 大阪・大阪府立体育会館別館

1976年 ６／25－27

（昭51） 大阪・大阪府立体育会館別館

1977年 10／16

（昭52） 　

1978年 ５／26－28

（昭53） 大阪・大阪府立体育会館別館

1979年 ５／25－27

（昭54） 大阪・大阪府立体育会館別館 （関　大） （福岡大）（関学大） （関　大） （近　大） （徳山大） （徳山大） （徳山大）

（徳山大） （徳山大）

宗友　英明 亀田　雅彦 岡井　正憲 守田　武史 中塚　弘志 宮本　明宏 横山　博行 岩見　純

（同志社大） （神戸大） （近　大） （同志社大） （同志社大） （徳山大）

（関　大） （同志社大）

徳永　俊太 柴田　健二 岡井　正憲 前田 喜代範 中谷　安典 新谷　武司 宮本　明宏 藤村　哲文

（同志社大） （近　大） （近　大） （桃山学院大） （同志社大） （近　大）

（同志社大）

徳永　俊太 岡井　正憲 元山　淳 葭谷内 和彦 中谷　安典 井戸　量太 横山　博行 堀之内 大介

（近　大） （大体大） （大体大） （近　大） （近　大） （大体大）

（近　大） （カナダ・ＢＣ大)

森表　芳一 鍛冶川 大禎 田中　孝芳 中岡　正作 高田　文孝 竹之内 昭弘 堀之内 大介

（大体大） （大体大） （大体大） （大体大） （近　大） （近　大）

（同志社大） （桃山学院大）

窪田　隆一 村上　梅春 滝井　延夫 松井　堅一 高田　文孝 井尻　裕信 高橋　勝人 Ｇ・リッチー

（大体大） （大体大） （大体大） （大体大） （近　大） （近　大）

（大体大） （同志社大）

窪田　隆一 村上　梅春 桜井　二郎 大越　悟 草刈　一 井尻　裕信 松下　有作 橋本　節夫

（近　大） （大体大） （関学大） （大体大） （福岡大） （近　大）

（桃山学院大） （同志社大）

稗田　稔 前田　行雄 久垣　勝義 大越　悟 兼川　忠久 井尻　裕信 ビル・カリバス 中沢　正春

（大体大） （同志社大） （近　大） （同志社大） （桃山学院大） （福岡大）

（桃山学院大）

前田　行雄 長尾　勇 曽和　政人 高木　茂 魚野　歳雄 藤永　哲男 松田　高邦 中沢　正春

（同志社大） （近　大） （近　大） （同志社大） （同志社大） （関　大）

（同志社大）

辻中　貢 小崎　光也 曽和　政人 高木　茂 角田　純一 山田　紳一 松田　高邦

（同志社大） （近　大） （桃山学院大） （同志社大） （近　大） （関学大）

（関学大）

長尾　勇 小崎　光也 西尾　秀明 高木　茂 官幣領 秀和 中島　直美 林　和信

（名城大） （同志社大） （関　大） （関学大） （関学大） （近　大）

82kg級 82kg以上級

園山　継夫 毛利　祥二 阿部　進 菅沼　啓安 高崎　優 木内　康博 笹尾 五十六

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級

（近　大） （関　大） （関学大） （同志社大） （関　大） （関学大）

水野　良則 平池　雄三 菅沼　啓安 富田　昭仁 長井　暁 笹尾 五十六

（関　大） （関　大） （関　大） （関　大） （関　大） （関学大）

平池　雄三 岡田　雅勝 石井　克周 長井　暁 倉橋　裕 笹尾 五十六

（関　大） （関学大） （関　大） （関学大） （近　大） （関　大）

岡田　雅勝 横山　瞭一 佐藤　秀雄 藤原　隆夫 蛭沼　陸男 倉橋　裕

（関　大） （関　大） （関　大） （近　大） （関学大） （関　大）

松田　嘉之 山本　邦夫 佐藤　秀雄 井関　隆次 飛岡　克己 藤田　裕亮

西日本学生選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手
フライ級 バンタム級 フェザー級 ライト級 ウエルター級 ミドル級



年 期日・場所

1980年 ５／23－25

（昭55） 大阪・大阪府立体育会館別館

1981年 ５／29－31

（昭56） 大阪・大阪府立体育会館別館

　

1982年 ５／28－30

（昭57） 大阪・大阪府立体育会館別館

1983年 ５／20－22

（昭58） 大阪・大阪府立体育会館別館

1984年 ５／25－27

（昭59） 大阪・大阪府立体育会館別館

1985年 ５／24－26

（昭60） 大阪・大阪府立体育会館別館

1986年 ５／16－19

（昭61） 大阪・臨海スポーツセンター

1987年 ５／29－31

（昭62） 京都・弥栄町社会体育館

年 期日・場所

1988年

（昭63）

1989年

（平元）

1990年 ５／15－17

（平２） 大阪・堺市金岡公園体育館

1991年 10／4－6

（平４） 大阪・堺市初芝体育館

1992年 10／23－25

（平４） 大阪・堺市金岡公園体育館

1993年 10／１－３

（平５） 大阪・堺市金岡公園体育館

1994年 ９／30－10／２

（平６） 大阪・堺市金岡公園体育館 （福岡大）

楠　健二 福島　英治
（福岡大） （徳山大） （福岡大） （福岡大） （徳山大） （福岡大） （南九州大） （徳山大）

（福岡大） （福岡大） （福岡大）

松尾　大樹 山田　靖治 酒井　徹治 中野　英樹 法花　智伸 城島　匡峰 竹内　一政

（福岡大） （徳山大） （福岡大） （福岡大） （同志社大） （福岡大）

（近　大）

松尾　大樹 小川　完治 請川　佳記 越智　雅史 奥田　真二 馬場　幸治 馬場　博隆 三村　勝彦 福島　英治

山元　直樹 野嵜　賢治

（同志社大） （福岡大） （福岡大） （徳山大） （桃山学院大） （徳山大） （徳山大） （福岡大）

（福岡大） （福岡大） （近　大）

山端　慎也 酒井　徹治 請川　佳記 佐藤　勝彦 成瀬　実 高田　和拓 中田　浩司

（福岡大） （福岡大） （同志社大） （同志社大） （徳山大） （福岡大）

（福岡大）

池田　徹 西村　聡 中城　宏樹 石山　直紀 高田　和拓 榎本　晴俊 坂本　直生 三村　勝彦 野崎　賢治

大西　博 永渕　智東

（福岡大） （同志社大） （同志社大） （同志社大） （徳山大） （近　大） （桃山学院大） （近　大）

（福岡大） （福岡大） （徳山大）

池田　徹 小泉　円 赤瀬　功 中井　直也 高田　和拓 岡田　孝志 宮崎　隆光

（福岡大） （同志社大） （近　大） （同志社大） （桃山学院大） （近　大）

（徳山大）

池田　徹 小泉　円 山本　正志 中井　直也 村上　勉 岡田　孝志 岩本　昭宏 永渕　智英 横谷　豊

西澤　憲彦 末　雄次

（同志社大） （同志社大） （福岡大） （同志社大） （同志社大） （南九州大） （福岡大） （同志社大）

82kg級 90kg級 130kg級

坂井　保志 小泉　円 下野　園公 中井　直也 内山　栄一 開　保則 岩本　昭宏

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級

安楽　純二 芳村　昌秀

（同志社大） （福岡大） （同志社大） （徳山大） （同志社大） （近　大） （同志社大） （同志社大）

小泉　円 原田　丈生 中井　直也 小島　直人 内山　一栄 浅井　徹

恒川　寿生 芳村　昌秀

（福岡大） （近　大） （徳山大） （徳山大） （同志社大） （徳山大） （同志社大） （同志社大）

是永　順次 釼持　俊昭 仮屋　広和 小島　直人 内山　一栄 原田　芳生

竹中　邦仁 杉田　直樹

（福岡大） （同志社大） （徳山大） （桃山学院大） （同志社大） （同志社大） （近　大） （近　大）

是永　順次 西川　史人 仮屋　広和 福川　敦 糸川　長武 恒川　寿生

恒川　寿生 奥村　広人

（福岡大） （関　大） （近　大） （桃山学院大） （同志社大） （徳山大） （同志社大） （同志社大）

是永　順次 田中　智 鍛冶　将喜 福川　敦 田中　正昭 足立　渉

山口　育孝 石森　宏一

（福岡大） （近　大） （徳山大） （同志社大） （徳山大） （徳山大） （大体大） （大体大）

是永　順次 鍛冶　将喜 仮屋　広和 西井　篤 山本　修 足立　渉

ピーター・ガターソン 石森　宏一

（桃山学院大） （徳山大） （カナダ） （福岡大） （同志社大） （徳山大） （カナダ） （大体大）

田中　一成 国広　幸信 スコット・テート 井手　雅博 田中　正昭 和泉　憲明

（徳山大） （同志社大）

90kg級

（桃山学院大） （関　大） （福岡大） （福岡大） （徳山大） （徳山大）

（関　大） （同志社大）

田中　一成 亀田　雅彦 北嶋　賢一 井手　雅博 守田　武史 元山　勇人 宮本　明宏 木村　満彦

（桃山学院大） （関　大） （徳山大） （徳山大） （徳山大） （徳山大）

82kg以上級

田中　一成 亀田　雅彦 佐野　聰伸 守田　武史 中塚　弘志 和泉　憲明 横山　博行 木村　満彦

西日本学生選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－２　

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級



年 期日・場所

1995年 ９／29－10／１

（平７） 大阪・堺市金岡公園体育館

1996年 ９／27－29

（平８） 大阪・堺市金岡公園体育館

年 期日・場所

1997年 ９／19－21

（平９） 大阪・堺市金岡公園体育館

1998年 2010/2/4

（平10） 大阪・堺市金岡公園体育館

1999年 2007/2/4

（平11） 大阪・なみはやドーム

2000年 2007/7/9

（平12） 大阪・堺市金岡公園体育館

2001年 2007/6/8

（平13） 大阪・堺市金岡公園体育館

年 期日・場所

2002年 ７／５－７

（平14） 大阪・堺市金岡公園体育館

2003年 ７／４－５

（平15） 大阪・堺市金岡公園体育館

2004年 ７／２－４

（平16） 大阪・堺市金岡公園体育館

2005年 ６／24－26

（平17） 大阪・堺市立金岡公園体育館

2006年 ９／23－24

（平18） 大阪・堺市金岡公園体育館

2007年 9／21－23

（平19） 大阪・堺市立金岡公園体育館

2008年 10／24－26

（平20） 大阪・堺市金岡公園体育館

　

（日本文理大）

高林　努

（中京学院大） （徳山大）

（中京学院大） （日本文理大） （徳山大） （同志社大） （日本文理大） （徳山大）

加藤　貴裕 松本　茂 梅野　貴裕 菊地　心 亀井　謙吾 永浜　翔大

加藤　貴裕 木村　将志 松本　大輝 藤永　真孝 亀井　謙吾

（日本文理大）

（日本文理大）

（徳山大） （徳山大） （日本文理大） （桃山学院大）

（日本文理大）

高林　努

（徳山大） （徳山大）

茄子野 陽介 高林　努

（徳山大） （徳山大） （徳山大） （日本文理大） （中京学院大）

上田　吉輝 石田　孝 藤永　明宏 伏見　貴弘 村上　彰一 坂本　憲蔵

上田　吉輝 城戸　義貴 生松　麗 伏見　貴弘 青木　良三

（桃山学院大）

（福岡大）

（日本文理大） （日本文理大） （近　大） （日本文理大）

（日本文理大）

宮崎　光弘

（東亜大） （東亜大）

坂本　憲蔵 小椋　健太

（徳山大） （同志社大） （徳山大） （徳山大） （福岡大）

上田　吉輝 西尾　直之 松本　大樹 磯部　雄太 安藤　康弘 吉田　光志

谷垣　浩司 南　康弘 鈴木　崇之 藤村　義 孟　和巴拉

（桃山学院大）

（福岡大）

（立命館大） （徳山大） （中京学院大） （福岡大）

（徳山大）

平田　善久

55kg級 60kg級

吉田　光志 西川　潤

（福岡大） （徳山大） （日本文理大） （福岡大） （立命館大）

森山 振一郎 谷岡　泰幸 井上　研一 池辺　尚宏 神野　圭一 吉田　光志

66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

吉田　光志 西山　知孝

（福岡大） （福岡大）

120kg級

（福岡大） （徳山大） （立命館大） （徳山大） （徳山大） （桃山学院大）

森山 振一郎 谷岡　泰幸 水口　貴之 藤村　義 佐藤　健 小川　純一

丸山 真太郎 西山　知孝

（徳山大） （桃山学院大） （徳山大） （東亜大） （福岡大） （立命館大） （福岡大） （福岡大）

松本　良 本田　一樹 田所　義章 池畑 喜実成 池辺　尚宏 仙波　勝敏

角川　康成 溝口　武士

（近　大） （福岡大） （福岡大） （東亜大） （立命館大） （立命館大） （同志社大） （福岡大）

硲　英博 川野　健作 水野　康平 池畑 喜実成 山口　亮 仙波　勝敏

丸山 真太郎 角川　康成

（福岡大） （福岡大） （福岡大） （立命館大） （東亜大） （東亜大） （福岡大） （同志社大）

村上　暢敏 森　浩也 葭田　隆夫 大岡 輝比古 井上　誠一 村田　浩昭

大林　正一 岩崎　智郁

（福岡大） （南九州大） （福岡大） （福岡大） （南九州大） （徳山大） （近　大） （徳山大）

宮本　幸二 村田　亮 葭田　隆夫 森岡　誠 鈴木　将嗣 谷口　周平

（福岡大）

54kg級 58kg級 63kg級 69kg級 76kg級 85kg級 97kg級 130kg級

糟谷　智也 福島　英治

（福岡大） （近　大） （南九州大） （福岡大） （徳山大） （桃山学院大） （徳山大） （徳山大）

（徳山大） （徳山大） （徳山大）

松尾　大樹 硲　英博 村田　亮 葭田　隆夫 徳丸　久紀 大橋　理秀 水野　輝基

（福岡大） （徳山大） （徳山大） （福岡大） （福岡大） （徳山大）

130kg級

松尾　大樹 山田　靖治 橋本　晃行 葭田　隆夫 城嶋　匡峰 小林　寛和 水野　輝基 井田　敬治 岩崎　智郁

西日本学生選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－３　

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級



　

年 期日・場所

2009年 10／16－18

（平21） 大阪・堺市金岡公園体育館

2010年 10／９－11

（平22） 兵庫・西宮市薬業鳴尾浜スポーツセンター

2011年 10／21－23

（平23） 大阪・堺市金岡公園体育館

2012年 10／26－28

（平24） 大阪・堺市金岡公園体育館

2013年 10／25－27

（平25） 大阪・堺市金岡公園体育館

年 期日・場所

2014年 10/25－26

（平26） 大阪・堺市金岡公園体育館

2015年 10/16－18

（平27） 大阪・堺市金岡公園体育館

2016年 10/28－30

（平28） 大阪・堺市金岡公園体育館

2017年 10/27－28

（平29） 大阪・堺市金岡公園体育館

年 期日・場所

2018年 10/12－14

（平30） 大阪・堺市金岡公園体育館

2019年 10／25－27

（令元） 大阪・堺市金岡公園体育館

2020年 10／30－11／１

（令元） 大阪・堺市金岡公園体育館

2021年 10／20－22日

（令３） 山口・キリンビバレッジ周南総合ＳＣ

2022年 10／13－16日

（令４） 大阪・J:COM末広体育館 （徳山大） （立命館大） （九州共立大） （周南公立大）

青山夢斗 寺地怜央 奥田歩希 西　大悟

（帝塚山大） （周南公立大） （近　大） （九州共立大） （周南公立大） （日本文理大）

松岡大誠 柳田昂哉 吉永光輝 長野壮志 永松　麗 掛水　力

（九州共立大） （福岡大） （九州共立大） （徳山大）

山﨑翔馬 今村太陽 髙橋三十郎 矢神雄太郎

（徳山大） （中京学院大） （九州共立大） （大体大） （徳山大） （日本文理大）

小野弘運 神田優人 田中春輝 前薗　渓 若原大輝 菅原魁一

饒波　正眞 山口直人

（中京学院大） （中京学院大） （関　大） （九州共立大） （中京学院大） （福岡大） （九州共立大） （徳山大）

神田　優人 田口学容 一瀬　剣 山﨑　翔馬 野崎　竜陽 関口　巡

宮原　尚之 山口　直人

（徳山大） （同志社大） （福岡大） （中京学院大） （中京学院大） （福岡大） （中京学院大） （徳山大）

光岡　裕也 岩本　巧 上村　優也 澤田　航 野崎　竜陽 関口　巡

（日本文理大） （中京学院大）（中京学院大） （九州共立大） （九州共立大） （福岡大） （日本文理大） （九州共立大）

（徳山大） （中京学院大）

田中　暁大 影山　大洋 森　俊樹 花山　尚生 加藤　一人 嘉陽　研人 上原　浩義 津田　大健

（九州共立大） （関　大） （九州共立大） （九州共立大） （同志社大） （徳山大）

130kg級

影山　大洋 瀧　康真 濱口　祐志 椿　和浩 榎本　凌太 中井　誠基 掛谷　亮輔 津田　大健

（徳山大）

宇都宮 大輔 石橋 宏昭

59kg級 66kg級 71kg級 75kg級 80kg級 85kg級 98kg級

（福岡大） （徳山大） （福岡大） （日本文理大） （徳山大） （中京学院大）

（徳山大） （関　大） （日本文理大） （徳山大） （日本文理大）

原　芳貴

横井　健人

黒崎　辰馬 亀井　竜昇 山口　高幸 横井　健人

岩宮 亜貴彦

（立命館大）

加藤　貴裕 増谷　剛

（中京学院大） （徳山大）

藤川　裕介 増谷　剛 寺田　圭祐 丹　識樹 佐藤　幸星

（中京学院大） （関　大） （福岡大） （徳山大） （日本文理大） （徳山大）

越智　和文 梅野　貴裕 佐藤　幸星 境　寛矢

西日本学生選手権（男子グレコローマン）　歴代優勝選手－４　

120kg級

近田　真基

55kg級 60kg級 66kg級 74kg級 84kg級 96kg級

（九州共立大） （徳山大）

海老　耕司 増谷　剛 大川　太一 亀井　竜昇 坂野　修平 森本　慧伍

瀧　康真 椿　和浩 坂野　修平 横井　健人

岩宮 亜貴彦

（徳山大） （関　大） （徳山大） （日本文理大） （徳山大）

津田　大健

（日本文理大） （徳山大） （関　大） （九州共立大） （徳山大） （中京学院大） （中京学院大）

岡内　祐太 相田　章統

55kg級 60kg級 63kg級 67kg級 72kg級 77kg級 82kg級 87kg級 97kg級 130kg級

槇本 大輔 神田 優人 東本 拓真 堀江 耐志 河部 直樹 山﨑 翔馬 野﨑 竜陽 隈部 吉伸 島田　樹 矢野 遥己

（徳山大） （中京学院大） （近　大） （徳山大） （中京学院大） （九州共立大） （中京学院大） （九州共立大） （帝塚山大） （徳山大）

三浦 紘明 神田 優人 北岡 優佑 岩本　巧 勝浦胤芙煕 増川　和也

（九州共立大） （中京学院大） （九州共立大） （同志社大） （九州共立大） （中京学院大） （福岡大） （福岡大） （九州共立大） （徳山大）

今村 太陽 北　英将 饒波 正眞 井上　樹

荒木瑞生 大倉舜也 太田陸斗 結城隆登 若原大輝 掛水　力

（九州共立大） （福岡大） （立命館大） （九州共立大） （徳山大） （日本文理大） （徳山大） （徳山大） （九州共立大） （中京学院大）

青山夢斗 繁友　廉 髙橋三十郎 佐々岡誇仁


