
 

 

 

 

 

 

 

2019 年明治杯全日本選抜選手権 

 

報 道 資 料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公財）日本レスリング協会 広報委員会 



2019 年世界選手権大会及び 

2020 年東京オリンピックにおける選手選考基準について 
 

１ 2019 年世界選手権大会派遣選手選考基準 
 

（１）オリンピック階級について 

 ア 2018 年天皇杯と 2019 年明治杯の優勝者が同じ選手の場合 

   当該選手に世界選手権大会出場権を与える。 

 イ 2018 年天皇杯と 2019 年明治杯とが異なる場合 

   2018 年世界選手権大会メダリスト（※世界選手権出場の階級）と合わせて、日を改めてプレーオフ

を行い、勝者を代表選手とする。 

  

※１ プレーオフの出場は明治杯のエントリー階級とする。 

※２ プレーオフの日程は、2019 年全日本社会人選手権大会と同日とする。 

※３ プレーオフの計量は、リミット計量にて行う。 

 

（２）オリンピック階級以外の階級について 

 ア 世界選手権派遣選手選考プレーオフを実施し、その勝者を派遣選手とする。 

 イ 上記プレーオフへの出場資格は、以下の条件を満たした者に付与する。 

   ① 当該階級における 2018 年天皇杯 優勝者 

   ② 当該階級における 2019 年明治杯 優勝者 

   ③ 2018 年及天皇杯及び 2019 年明治杯のオリンピック階級で２位以内に入賞した者 

 ウ 非五輪階級のプレーオフは、五輪階級のプレーオフ実施後２週間後を目途にリミット計量にて実施

する。 

 

（３）選考選手が怪我や病気をした場合の取扱い 

上記選考基準に基づき選考された選手が、選考後、怪我や病気等により大会に欠場する可能性が生じた

場合、当該選手の派遣の可否は、当協会の委嘱した医師が当該選手を診断した上で判断するものとし、当

協会は当該医師の判断に従うものとする。 

 

２ 2020 年東京オリンピック選考方法 
 

（１）オリンピック出場枠を世界選手権大会において獲得した場合の取扱い 

 ア 2019 年世界選手権大会においてメダルを獲得した者はオリンピック大会派遣選手とする。 

 イ 世界選手権大会のオリンピック出場枠取得者（※世界選手権大会のオリンピック階級で５位以内の

者）でメダルを獲得していない者については、2019 年天皇杯で優勝すればオリンピック派遣選手とする。 

 ウ 世界選手権大会におけるオリンピック出場枠取得者と 2019 年天皇杯優勝者が異なる場合、後日、

当該２者間でプレーオフを実施し、勝者をオリンピック派遣選手とする。 

 エ 上記プレーオフは、天皇杯から１か月以内にリミット計量にて実施する。 



 

（２）世界選手権大会においてオリンピック出場枠を獲得できなかった場合の取扱い 

 ア 2019 年天皇杯優勝者をアジアオリンピック予選及び世界オリンピック予選大会に派遣する。 

 イ 天皇杯優勝者が怪我等で上記予選に出場できない場合は、天皇杯２位の選手を予選に派遣する。 

 ウ 天皇杯２位の選手が上記予選でオリンピック出場枠を獲得した場合、当該選手と天皇杯優勝者との

間でプレーオフをリミット計量にて実施し、勝者をオリンピック派遣選手とする。 

 エ プレーオフ日程については別途決定するものとする。 

 

（３）選考選手が怪我や病気をした場合の取扱い 

 上記選考基準に基づき選考された選手（以下「代表内定選手」という。）が、選考後、怪我や病気等によ

り大会に欠場する可能性が生じた場合、当該選手の派遣の可否は、当協会の委嘱した医師が当該選手を診

断した上で判断するものとし、当協会は当該医師の判断に従うものとする。 

 

 

■世界選手権大会選考選手が大会直前に怪我をした場合 
 

（１）補欠選手を派遣する。補欠選手選考条件は以下とする。 

 ア、2018 天皇杯及び 2019 明治杯優勝者が同一だった場合、明治杯 2 位選手を補欠選手とする。 

 イ、世界選手権大会選考選手がプレーオフにて決定した場合、当該プレーオフの敗者（3 者リーグの場

合は UWW ルールに則り 2 位選手）を補欠選手とする。 

 

（２）補欠選手が世界選手権大会でオリンピック内定条件（3 位以内）を満たした場合（以下、出場枠獲

得選手という。） 

 ア、出場枠獲得選手と世界選手権大会選考選手の 2 名で、2019 天皇杯にてプレーオフ（1 回目）を行う。 

 イ、出場枠獲得選手が勝った場合、オリンピック代表内定とする。 

 ウ、出場枠獲得選手が負けた場合、世界選手権大会選考選手とプレーオフ（2 回目）を行い、勝者が内

定とする。 

 

（３） 補欠選手がオリンピック選考内定基準以外（5、6 位以内）で国別出場枠を獲得してきた場合（以

下、出場枠獲得選手という。）、出場枠獲得選手と世界選手権大会選考選手の両者は天皇杯に出場する。 

 ア、2019 天皇杯で出場枠獲得選手が優勝した場合、内定とする。 

 イ、2019 天皇杯で出場枠獲得選手が優勝しなかった場合、2019 天皇杯優勝者と 1 か月後にプレーオフ

を行い、勝者に内定とする。 ※プレーオフ日程は追って検討 

 

（補足） 

 

＊怪我の状況及び派遣可否については現行の規定通り、協会の委託した医師の判断で出場可否を決定する。 

 

＊選考選手が無理をして出場しようとするケースが考えられる。国枠獲得は個人だけでなく、協会及び国

にもかかることになる。追記事項を設けることにより、コンディションが良い選手を出場させて、国枠獲

得を目指すことが望ましい。 



◎男子フリースタイル 

 

 

【57kg 級】 
《2018 年世界選手権 3 位 

／2018 年全日本選手権優勝》 

高橋侑希（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

山口海輝（日体大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

荒木大貴（専大） 

《2018 年世界選手権 61kg 級 7 位 

／2018 年全日本選手権 3 位》 

小栁和也（自衛隊） 

 

阿部敏弥（国士舘大） 

新井陸人（日体大） 

大城一晟（自衛隊） 

清岡幸大郎（高知・高知南高）  

諏訪間翔太郎（拓大） 

竹下雄登（日体大） 

長谷川敏裕（日体大大学院）  

藤田雄大（自衛隊） 

 

 

【61kg 級】 
《2018 年全日本選手権 3 位》 

永田丈治（国士舘大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

中田 陽（三重・朝明高教）  

 

秋山拓未（九州共立大） 

伊藤 奨（早大大学院） 

小川航大（日体大） 

菊地 憲（ALSOK 秋田） 

清水蛍汰（拓大） 

但野 航（ニトリ） 

中村勇士（日体大） 

早山竜太郎（拓大） 

吉村拓海（早大） 

 

 

 

 

 2017 年世界選手権優勝で昨年世界 3 位、全日本選手権優勝の高橋侑

希（ALSOK）に、全日本選手権決勝で惜敗した山口海輝（日体大）が

挑む。高橋は 4 月のアジア選手権で 3 位に終わっており、国内でしっ

かり勝って世界一奪還ロードを進みたい。山口は 4 月の JOC 杯 61kg

級で優勝し、好調を維持している。 

 

 昨年の世界選手権 61kg 級 7 位で、全日本選手権はこの階級 3 位の

小栁和也（自衛隊）、昨年の全日本選手権 61kg 級優勝で 4 月のアジア

選手権 3 位の藤田雄大（自衛隊）の階級変更組がどう挑むか。 

 

 全日本大学選手権優勝の新井陸人（日体大）、U23 世界選手権優勝の

長谷川敏裕（日体大大学院）もあなどれない。4 月の JOC 杯優勝の阿

部敏弥（国士舘大）ら若い力の台頭はあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本王者の藤田雄大は階級を下げ、空いた座を全日本選手権３位

の永田丈治（国士舘大）と中田陽（三重・朝明高教）、全日本学生選手

権 2 位の吉村拓海（早大）らが争う。だれが勝っても全日本レベルで

の大会では初優勝。 

 

 予選を通過した全日本大学選手権 2 位の清水蛍汰（拓大）、全日本学

生選手権 3 位の早山竜太郎（拓大）、ＪＯＣ杯優勝の小川航大（日体大）

の学生選手が、このチャンスをものにできるか。 

 

 

 

 

 

 

◎男子フリースタイル 



【65kg 級】 
《2018 年世界選手権優勝 

／2018 年全日本選手権優勝》 

乙黒拓斗（山梨学院大） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

高谷大地（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

清水洸希（拓大クラブ） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

中村倫也（博報堂 DY スポーツ） 

 

安楽龍馬（早大） 

上野裕次郎（日体大） 

金城希龍（自衛隊） 

鴨居正和（自衛隊） 

嶋江翔也（佐賀県協会） 

谷山拓磨（拓大） 

樋口 黎（日体大助手） 

米澤 圭（住友金属鉱山） 

 

 

 

 

【70kg 級】 
《2018 年全日本選手権優勝》 

志賀晃次郎（拓大） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

瀬野春貴（ゴールドキッズ）  

《2018 年全日本選手権 3 位》 

原口 伸（国士舘大） 

 

諏訪間新之亮（国士舘大） 

中村優太（ゴーゴーカレーグループ） 

西 海静（日本文理大） 

松田健悟（青山学院大職） 

米澤 凌（早大） 

 

 

 

 

 

 昨年、日本男子の史上最年少世界王者に輝いた乙黒拓斗（山梨学院

大）が全日本選手権に続いて勝ち、世界選手権出場を決めるか。ひざに

ばい菌が入って 3 月のワールドカップと 4 月のアジア選手権を棄権す

ることになったが、その影響はどうか。5 月の東日本学生リーグ戦で復

帰し、1 試合に出て快勝している。 

 

 昨年のアジア大会 2 位の高谷大地（自衛隊）、U23 世界選手権優勝の

樋口黎（日体大助手）、全日本選手権 3 位で 2017 年 U23 世界選手権

61kg 級優勝の中村倫也（博報堂ＤＹスポーツ）ら、国際舞台で実績を

残している選手が、どう挑むか。 

 

 国体優勝の鴨居正和（自衛隊）、世界大学選手権優勝の米澤圭（住友

金属鉱山）、全日本大学選手権優勝の谷山拓磨（拓大）、全日本学生選手

権を 1 年生で制した安楽龍馬（早大）ら実績を残している選手の中か

ら優勝争いに加わる選手が出るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権優勝の志賀晃次郎（拓大）が３月のワールドカップ（ロ

シア）で世界 3 位のキューバ選手を破り、４月のアジア選手権で銀メ

ダル獲得。世界で通じる実力をアピールした。一歩抜け出ている状況と

言えよう。 

 

 全日本選手権２位の瀬野春貴（ゴールドキッズ）、同３位の原口伸（国

士舘大）がどこまで食いつけるか。 

 

 若手では、JOC 杯優勝の米澤凌（早大）、昨年の世界カデット選手権

71kg 級 3 位の諏訪間新之亮（国士舘大）らが、その牙城に迫れるか。 

 

 

 

 

 

 



【74kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権優勝》 

藤波勇飛（ジャパンビバレッジ） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

保坂 健（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

奥井眞生（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

三輪優翔（日体大） 

《2018 年世界選手権 70kg 級出場》 

乙黒圭祐（自衛隊） 

 

木下貴輪（クリナップ） 

多胡島伸佳（KATSURA group） 

中村百次郎（佐賀県協会） 

水野真斗（AACC） 

基山仁太郎（日体大） 

横山凛太朗（山梨学院大） 

吉田隆起（拓大） 

 

 

 

 

【79kg 級】 
《2018 年全日本選手権 2 位》 

井筒勇人（拓大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

川畑孔明（東洋大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

高橋夢大（京都・網野高） 

 

赤地俊樹（アカチコーポレーション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アジア大会３位の藤波勇飛（ジャパンビバレッジ）が抜け出ている

が、４月のアジア選手権は負傷で途中棄権。回復具合はどうか。 

 

 全日本選手権２位の保坂健（自衛隊）、同３位の奥井眞生（自衛隊）

と三輪優翔（日体大）らがこの機を生かせるか。三輪は 3 月にワール

ドカップ（ロシア）出場の機会をもらい、キューバ戦でチームの勝利に

つながる貴重な白星をマーク。実力をつけている。 

 

 予選を通過した昨年の世界選手権 70kg 級代表の乙黒圭祐（自衛隊）、

昨年 70kg 級優勝の基山仁太郎（日体大）、同２位の木下貴輪（クリナ

ップ）らも上位を狙う実力はあるはず。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権優勝の阿部侑太（日体クラブ）は不在。同２位の井筒勇

人（拓大）が優勝の最短距離か。負傷で 5 月の東日本学生リーグ戦を

欠場した影響がどの程度あるか。同 3 位の川畑孔明（東洋大）にとっ

ては千載一遇のチャンスと言えよう。全日本選手権での井筒との試合

は 1－4 だった。 

 

 高校生にして全日本選手権 3 位の高橋夢大（京都・網野高）は 4 月

の JOC 杯で大学選手 5 人を破って優勝した。超高校級の実力を見せて

一気に栄冠を勝ち取れるか。全国社会人オープン選手権優勝の赤地俊

樹（アカチコーポレーション）がどこまでやるか。 

 

 

 

 

 



【86kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権 2 位》 

白井勝太（日大大学院） 

《2018 年世界選手権 79kg 級出場 

／2018 年全日本選手権優勝》 

高谷惣亮（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

石黒隼士（日大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

松坂誠應（自衛隊） 

 

浅井 翼（茨城県競技力向上対策本部） 

北 英将（福岡大） 

白井達也（日体大） 

奈良部嘉明（筑西広域消防本部） 

錦戸祐也（日体大） 

村山貴裕（自衛隊） 

八木海里（中大） 

山田修太郎（山梨学院大） 

 

 

 

 

 

【92kg 級】 
《2018 年全日本選手権 3 位》 

大津拓馬（山梨学院大） 

 

執行優大（福岡大） 

竹内亮亘（ALSOK） 

谷﨑 匠（山梨学院大） 

山根光司（中大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権は 86kg 級に上げたばかりの高谷惣亮（ALSOK）が優

勝。3 月のワールドカップでは世界 2 位のトルコ選手を破り、この階級

でも通じる実力を見せた。独走するか。 

 

 昨年の世界選手権代表で、全日本選手権 2 位の白井勝太（日大大学

院）、同 3 位の石黒隼士（日大）と松坂誠應（自衛隊）が独走を阻止で

きるか。松坂は全日本選手権では高谷に惜敗の内容だった。 

 

 アジア選手権出場で経験を積んだ村山貴裕（自衛隊）、昨年の全日本

学生選手権で１年生王者に輝いた山田修太郎（山梨学院大）が予選を通

過（選手数の関係で試合はなし）して参戦する。山田は 4 月の JOC 杯

優勝と勢いを持っている。優勝戦線に浮上できるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世界３位にして全日本選手権優勝、4 月のアジア選手権 3 位の松本

篤史（警視庁）は階級をアップ。全日本選手権３位の大津拓馬（山梨学

院大）が優勝候補の１番手か。4 月の JOC 杯 97kg 級でも優勝と、若

手成長株としての結果を残している。 

 

 その JOC 杯の 92kg 級を制した谷﨑匠（山梨学院大）が対抗の一番

手か。西日本学生選手権優勝の執行優大（福岡大）が西日本の意地を見

せるか。 

 

 

 

 

 

 



【97kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権 2 位》 

山口 剛（ブシロード） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

赤熊猶弥（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

福井裕士（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

山本康稀（日大クラブ） 

《2018 年世界選手権 92kg 級 3 位》 

松本篤史（警視庁） 

 

石黒峻士（日大） 

園田 平（自衛隊） 

二ノ宮寛斗（明大） 

藤田祐輔（日亜化学工業） 

山崎祥平（早大） 

吉川裕介（自衛隊） 

吉田ケイワン（日大） 

 

【125kg 級】 
《2018 年世界選手権代表》 

山本泰輝（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

荒木田進謙（athletic camp LION） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

金澤勝利（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

田中哲矢（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

赤城玲央（中大） 

 

井上 樹（徳山大） 

冨栄雅秀（山梨学院大） 

樋口卓弥（東大阪市役所） 

藤本 歩（山梨学院大） 

武藤翔吾（中大） 

森 右秀（中京学院大） 

山本泰丈（日大クラブ） 

 

 全日本選手権優勝の赤熊猶弥（自衛隊）と同２位の山口剛（ブシロー

ド）の争いが続くと思われたが、世界選手権 92kg 級３位の松本篤史

（警視庁）の参戦でどうなるか。 

 

 赤熊は３月のワールドカップ（ロシア）と 4 月のアジア選手権（中

国）出場の経験を生かしたい。山口は 4 月に自費参加したモンゴル・オ

ープンで 2 位に入賞し、実力アップを見せている。松本は４月のアジ

ア選手権 92kg 級でも 3 位と安定している。この階級での実力はどう

か。 

 

 国体優勝の園田平（自衛隊）、全日本選手権３位の山本康稀（日大ク

ラブ）、全日本学生選手権 92kg 級優勝の石黒峻士（日大）らが優勝戦

線に浮上するか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年の世界選手権代表の山本泰輝（自衛隊）、全日本王者の荒木田進

謙（athletic camp LION）、全日本選手権 2 位の金澤勝利（自衛隊）、

同３位の田中哲矢（自衛隊）の４人による争いが続くか。 

 

 2 年連続で世界選手権代表となっている山本は、全日本選手権では初

戦で田中に敗れ、上位進出を逃している。リベンジ優勝を果たし、プレ

ーオフへつなげて 3 年連続の世界選手権を目指したい。荒木田は 3 月

にワールドカップ（ロシア）、4 月にアジア選手権（中国）に出場。国

際舞台での経験を生かせるか。金澤もワールドカップ出場を無駄にし

てはなるまい。 

 

 手の内を十分に知っている選手同士。予断を許さない試合が展開さ

れそう。 

 

 

 

 

 



 

◎男子グレコローマン 

 

【55kg 級】 
《2018 年全日本選手権優勝》 

片桐大夢（拓大） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

松井 謙（日体大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

小川翔太（日体大） 

 

稲葉海人（日体大） 

大谷康太（マルワジム横浜）  

小野弘運（徳山大） 

加藤万豊（明大） 

小坂健太（国士舘クラブ） 

山口純平（日体大） 

 

 

 

 

【60kg 級】 
《2018 年世界選手権 9 位 

／2018 年全日本選手権 2 位》 

太田 忍（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

文田健一郎（ミキハウス） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

曽我部京太郎（愛媛・今治西高） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

矢部和希（日体大） 

 

河口 清（九州共立大） 

神田優人（中京学院大） 

郡野 海（専大） 

清水賢亮（拓大） 

清水早伸（自衛隊） 

菅原幹太（東洋大） 

鈴木絢大（日体大） 

藤波諒太郎（専大） 

 

 

 

 

 全日本選手権を制した片桐大夢（拓大）が４月のアジア選手権で銀メ

ダル獲得と実力を見せた。勢いに乗ってこの大会でも優勝できるか。 

 

 昨年の学生二冠王（全日本学生選手権、全日本大学グレコローマン選

手権）で、片桐を破っている小川翔太（日体大）が巻き返すか。全日本

選手権 2 位で 4 月の JOC 杯優勝の松井謙（日体大）の殊勲はあるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本代表を激しく争っている文田健一郎（ミキハウス）と太田忍

（ALSOK）の闘いが続きそう。全日本王者に返り咲いた文田は 4 月の

アジア選手権では 3 位に終わり、再起戦となる。太田は冬の欧州遠征

に参加し、ハンガリー・グランプリ 63kg 級で優勝などの結果を出した。

勝ったり負けたりを繰り返す世界最高レベルの闘いの行方は？ 

 

 世界ジュニア選手権３位の矢部和希（日体大）のほか、高校生にして

全日本選手権 3 位入賞を果たし、4 月の JOC 杯 63kg 級を制した曽我

部京太郎（愛媛・今治西高）ら若い力が実力を発揮するか。 

 

 国体優勝のベテランで予選を通過した清水早伸（自衛隊）、西日本学

生選手権 2 連覇で 2 月のペトコ・シラコフ－イワン・イリエフ国際大

会 3 位の神田優人（中京学院大）らが優勝争いにからめるか。 

 

 

 

 

 

◎男子グレコローマン 



【63kg 級】 
《2018 年全日本選手権 2 位》 

山田義起（日体大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

小柴亮太（日体大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

吉永信太郎（専大） 

 

池田龍斗（日体大） 

石川将樹（拓大） 

合田直記（法政クラブ） 

島谷東志（大東大） 

徳比嘉一仁（日体大） 

安中友茂（石川県協会） 

吉川航平（秋田・秋田商高教）  

善積築久（徳山大） 

 

 

 

【67kg 級】 
《2018 年世界選手権 9 位 

／2018 年全日本選手権 2 位》 

下山田培（警視庁） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

高橋昭五（警視庁） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

河名真寿斗（クリナップ） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

山本貴裕（日体大大学院） 

《2018 年世界選手権 63kg 級出場》 

遠藤功章（東和エンジニアリング） 

 

宇井大和（早大） 

上垣勇二（自衛隊） 

川瀬克祥（シリウス） 

北岡佑介（自衛隊） 

田口学容（中京学院大） 

松井 涼（レスターホールディングス） 

森 俊樹（森エンタープライズ） 

 

 

 全日本選手権優勝の遠藤功章は階級を上げた。同 2 位で 4 月のアジ

ア選手権出場の機会を得た山田義起（日体大）が一歩抜けている状況か。 

 

 同３位の吉永信太郎（専大）と小柴亮太（日体大）、全日本学生選手

権 2 位の徳比嘉一仁（日体大）らが殊勲を達成できるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権決勝を争った高橋昭五と下山田培（ともに警視庁）の同

門対決が再現されるか。全日本選手権では高橋が勝ち、2 月のハンガリ

ー・グランプリでは下山田の勝利。闘う度に接戦の両者の今度の闘い

は？ 

 

 国体優勝で全日本選手権 3 位の河名真寿斗（クリナップ）、昨年 3 位

の川瀬克祥（シリウス）、昨年の世界大学選手権 72kg 級 2 位で階級を

落として全日本選手権 3 位の山本貴裕（日体大大学院）らも優勝争い

を演じる実力は十分。 

 

 世界大学選手権 63kg 級優勝の北岡佑介（自衛隊）、昨年 63kg 級 2

位の松井涼（レスターホールディングス）、予選を勝ち上がった全日本

選手権 63kg 級優勝の遠藤功章（東和エンジニアリング）、全日本大学

グレコローマン選手権優勝の宇井大和（早大）らが優勝争いに加われる

か。 

 

 

 

 

 



【72kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権優勝》 

井上智裕（FUJIOH） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

富塚拓也（育英大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

日下 尚（日体大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

近藤雅貴（警視庁） 

 

阿部結太（青山学院大） 

大賀 遥（神奈川大） 

河部直樹（中京学院大） 

塩﨑 剛（尾鷲総合病院） 

島袋慶生（新潟・県央工高教）  

野本州汰（早大） 

北條良真（神奈川大） 

前田明都（専大） 

 

【77kg 級】 

《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権 3 位》 

屋比久翔平（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

小路直頌（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

櫻庭功大（自衛隊） 

《2018 年世界選手権 82kg 級出場 

／2018 年全日本選手権 3 位》 

前田祐也（鳥取・鳥取中央育英高職） 

 

泉 武志（一宮グループ） 

小室裕大（自衛隊） 

阪部 創（自衛隊） 

澤田夢有人（雄大グループ）  

下山田周（日体大） 

花山和寛（自衛隊） 

林  雷（日体大） 

山﨑翔馬（九州共立大） 

 

 非オリンピック階級ではあるが、この階級に活路を見出している

2016 年リオデジャネイロ・オリンピック 66kg 級代表の井上智裕

（FUJIOH）が一歩リードの状況。全日本選手権優勝のあと、欧州遠征

とアジア選手権出場を経験。3 度の国際大会の経験を生かして再度栄冠

を勝ち取るか。 

 

 全日本選手権決勝で敗れた富塚拓也（育英大）、同３位の近藤雅貴（警

視庁）と日下尚（日体大）がどこまで食いつけるか。 

 

 予選を勝ち上がってきた学生二冠王（全日本学生選手権、全日本大学

グレコローマン選手権）の前田明都（専大）らがどこまで食いつけるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017・18 年世界選手権代表の屋比久翔平（ALSOK）の牙城を全日

本選手権で破った櫻庭功大（拓大）、その櫻庭を破って全日本王者に輝

いたのが小路直頌（自衛隊）。３選手による闘いが、今度はどんな結果

を生み出すか。小路は冬の欧州遠征とアジア選手権、櫻庭は欧州遠征を

それぞれ経験し、どんなふうに成長しているか。 

 

 82kg 級から落として全日本選手権３位の前田祐也（鳥取・鳥取中央

育英高職）がどうからむか。 

 

 国体で優勝しながら負傷で全日本選手権を欠場した泉武志（一宮グ

ループ）、昨年２位の阪部創（自衛隊）の予選勝ち上がり組が優勝をさ

らうことがあるか。 

 

 

 

 

 

 

 



【82kg 級】 
《2018 年全日本選手権優勝》 

岡嶋勇也（警視庁） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

川村洋史（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

北村公平（京都クラブ） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

向井識起（自衛隊） 

 

今村太陽（福岡大） 

佐々木雄大（明大） 

田中真男（日体大） 

藤井達哉（青山学院大） 

松﨑勇人（日体大） 

 

 

 

 

【87kg 級】 
《2018 年世界選手権代表 

／2018 年全日本選手権優勝》 

角 雅人（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

鶴田峻大（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

塩川貫太（クリナップ） 

 

坂野修平（TSSプロダクション） 

田中颯人（関大） 

堤 卓哉（中大クラブ） 

奈須川良太（神奈川大） 

宮本海渡（日体大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権優勝の岡嶋勇也（警視庁）と同２位の川村洋史（自衛隊）

の優勝争いが再現されるか。岡嶋はアジア選手権出場の経験を生かし

たい。 

 

 同３位の向井識起（自衛隊）が 4 月の JOC 杯を制し、急成長を見せ

ている。同じく３位の北村公平（京都クラブ）、世界大学選手権２位の

藤井達哉（青山学院大）らとともに、優勝争いに割り込むことができる

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 世界選手権代表で全日本チャンピオンの角雅人（自衛隊）が一歩リー

ドの状況だが、全日本選手権２位の鶴田峻大（自衛隊）は階級を上げて

この冬には国際大会の経験も積んだ。緊迫した同門対決となるか。 

 

 全日本選手権３位で昨年の国体は 97kg 級で優勝した塩川貫太（クリ

ナップ）も優勝争いに加わる力はあるだろう。全日本学生選手権で１年

生王者に輝いた奈須川良太（神奈川大）は、4 月の JOC 杯優勝と勢い

を持っている。殊勲はあるか。 

 

 昨年の高校四冠王者（全国高校選抜大会、インターハイ、全国高校生

グレコローマン選手権、国体フリースタイル＝120・125kg 級）の宮本

海渡（日体大）がどこまで上位に食い込めるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【97kg 級】 

《2018 年世界選手権代表 

／2018 年全日本選手権優勝》 

奈良勇太（警視庁） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

志喜屋正明（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

仲里優力（日体大） 

 

天野雅之（中大職） 

井上諒汰（中大） 

岡 太一（自衛隊） 

白鳥慶樹（日体大） 

出口滋文（日体大） 

饒波正眞（九州共立大） 

松本直毅（早大） 

 

 

 

【130kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権優勝》 

園田 新（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

河野隆太（あづまフーズ） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

鈴木翔真（拓大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

番地啓太（国士舘大） 

 

奥村総太（拓大） 

貝塚賢史（茨城県競技力向上対策本部） 

日坂侃生（山口産業） 

松岡太一（日体大） 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権の決勝を争った奈良勇太（警視庁）と志喜屋正明（自衛

隊）の争いが再現されるか。対戦成績では奈良の方に分があるが、接戦

が多く、予断を許さない状況。 

 

 全日本選手権３位で４月のＪＯＣ杯を制した仲里優力（日体大）、こ

の階級に照準を定めた全日本選手権 87kg 級３位のベテラン、岡太一

（自衛隊）らが両者の牙城に迫れるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権 5 連覇の園田新（ALSOK）が大きくリード。2 月中旬

から 4 月末まで 2 ヶ月を超える欧州単独修行を実施し、飛躍を目指し

た。その成果を、まず国内大会で見せられるか。 

 

 アジア選手権出場のチャンスを得て経験を積んだ河野隆太（あずま

フーズ）、全日本選手権３位の番地啓太（国士舘大）と鈴木翔真（拓大）、

昨年の世界大学選手権（ブラジル）と U23 世界選手権（ルーマニア）

で国際舞台を経験した貝塚賢史（茨城県競技力向上対策本部）らが、園

田の牙城にどこまで迫れるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎女子 

 
【50kg 級】 
《2018 年世界選手権優勝》 

須﨑優衣（早大） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

入江ゆき（自衛隊） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

加賀田葵夏（青山学院大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

登坂絵莉（東新住建） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

五十嵐未帆（NSSU KASHIWA） 

 

片岡梨乃（千葉・日体大柏高）  

澤田千優（青山学院大） 

清水美海（日大） 

田口あい（日体大） 

中村未優（Sports Design Lab） 

吉村涼菜（東洋大） 

吉元玲美那（至学館大） 

【53kg 級】 
《2018 年世界選手権優勝》 

奥野春菜（至学館大） 

《2018 年世界選手権 55kg 級優勝 

／2018 年全日本選手権優勝》 

向田真優（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

入江ななみ（福井県スポーツ協会） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

今井佑海（日大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

矢後佑華（警視庁） 

 

角谷萌々果（アイシン・エィ・ダブリュ） 

田村生吹（日体大） 

堀 千咲（東洋大） 

水口瑠子（日体大） 

宮原 優（博報堂 DY スポーツ） 

與那嶺優里（釘宮整形外科クリニック） 

 

 

 全日本選手権で優勝の入江ゆき（自衛隊）、世界選手権 2 連覇ながら

負傷で全日本選手権を欠場した須﨑優衣（早大）、負傷から復帰して巻

き返しを狙う 2016 年リオデジャネイロ・オリンピック 48kg 級優勝の

登坂絵莉（東新住建）による激しい覇権争いが展開されそう。 

 

 入江は 4 月のアジア選手権を制止、昨年のアジア選手権 3 位、アジ

ア大会 2 位の結果を乗り越えた。須﨑は 4 月のジュニアクイーンズカ

ップで勝ち、復帰戦を飾った。 

 

 全日本選手権 2 位で 1 月のヤリギン国際大会（ロシア）優勝の加賀

田葵夏（青山学院大）、昨年の U23 世界選手権で 2 年連続優勝を達成

した五十嵐未帆（NSSU KASHIWA）、5 月のウクライナ国際大会で欧

州チャンピオンを破って優勝した中村未優（Sports Design Lab）らが

殊勲を挙げるか。 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権を制した 55kg 級世界チャンピオンの向田真優（至学館

大）に、体調不良で全日本選手権を棄権したこの階級の世界チャンピオ

ンの奥野春菜（至学館大）、全日本選手権決勝で向田と激戦を展開した

入江ななみ（福井県スポーツ協会）が争う状況。 

 

 対戦成績からすれば向田が圧倒的に有利。ただ、4 月のアジア選手権

で優勝を逃しており、どんな影響を及ぼすか。奥野は 4 月のジュニア

クイーンズカップに勝って再起を飾った。 

 

 全日本選手権 3 位の今井佑海（日大）と矢後佑華（警視庁）、U23 世

界選手権優勝の角谷萌々果（アイシン・エィ・ダブリュ）、昨年 2 位の

宮原優（博報堂ＤＹスポーツ）が優勝争いにからむか。 

 

 

 

 

 

 

◎女子 



【55kg 級】 
《2018 年全日本選手権 2 位》 

五十嵐彩季（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 4 位》 

東川加奈（至学館大） 

 

石森美月（法大） 

内城朝葉（至学館大） 

樋口 耀（日体大） 

吉柴未彩輝（大東大） 

 

 

【57kg 級】 
《2018 年世界選手権出場》 

坂上嘉津季（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

伊調 馨（ALSOK） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

川井梨紗子（ジャパンビバレッジ） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

花井瑛絵（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 4 位》 

澤葉菜子（至学館大） 

 

南條早映（至学館大） 

浜田千穂（キッコーマン） 

 

 

【59kg 級】 
《2018 年全日本選手権 3 位》 

岩澤希羽（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 4 位》 

田南部夢叶（日体大） 

 

今 佑海（鹿児島県体協） 

杉山絢海（東京農業大） 

徳原姫花（高知・高知東高）  

永本聖奈（至学館大） 

 

 

 

 全日本選手権優勝の谷山菜緒は負傷欠場となり、同２位の五十嵐彩

季（至学館大）が抜け出している状況。昨年はシニアのアジア選手権、

世界ジュニア選手権、U23 世界選手権で優勝を重ねた。今年 4 月のア

ジア選手権で２連覇はならなかったが、国際舞台で通じる実力を発揮

するか。 

 

 五十嵐を含め、出場全選手が大学選手。だれが、五十嵐の牙城に近づ

くか。 

 

 

 

 

 伊調馨（ALSOK）と川井梨紗子（ジャパンビバレッジ）のオリンピ

ック・チャンピオンの激突が再現されるか。全日本選手権では、組み合

わせの関係で 2 度対戦。予選リーグでは川井が勝ち、決勝は伊調が勝

った。その伊調は、4 月のアジア選手権で優勝を逃した。ともに再起戦

となる。 

 

 2017 年アジア・チャンピオンで今年もジュニアクイーンズカップ

59kg 級を制した南條早映（至学館大）、同 57kg 級優勝の花井瑛絵（至

学館大）の若手選手がどこまで実力をつけているか。 

 

 昨年優勝でアジア大会 3 位の坂上嘉津季（ALSOK）、元世界チャン

ピオンの浜田千穂（キッコーマン）の社会人選手も意地を見せたいとこ

ろ。 

 

 

 

 全日本選手権優勝の稲垣柚香（至学館大）と同２位の入江くみ（九州

共立大）は階級をアップ。同３位の岩澤希羽（至学館大）と同４位の田

南部夢叶（日体大）が優勝を争うか。 

 

 全日本選手権 55kg 級３位で永本聖奈（至学館大）は、2 月のクリッ

パン女子国際大会（スウェーデン）で、1 階級下の前世界チャンピオン

を破って優勝する成長ぶりを見せている。この階級でも世界で通じる

実力を発揮するか。 

 

 

 



【62kg 級】 
《2018 年世界選手権 2 位 

／2018 年全日本選手権優勝》 

川井友香子（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

今井海優（自衛隊） 

《2018 年世界選手権 65kg 級 3 位》 

源平彩南（至学館大大学院）  

 

伊藤彩香（東新住建） 

稲垣柚香（愛知・至学館高）  

入江くみ（九州共立大） 

葛谷美瑠（日体大） 

小玉彩天奈（早大） 

栄 希和（ジェイテクト） 

坂野結衣（警視庁） 

森川美和（日体大） 

矢後愛佳（日大） 

 

 

 

 

【65kg 級】 
《2018 年全日本選手権優勝》 

類家直美（至学館大） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

榎本美鈴（環太平洋大） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

河内美樹（日体大） 

《2018 年全日本選手権 4 位》 

河内沙樹（日体大） 

 

木村夕貴（青山学院大） 

鈴木芽衣（東洋大） 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年の世界選手権 2 位で全日本選手権も制した川井友香子（至学館

大）が実力を発揮するか。4 月のアジア選手権は不本意な試合で 2 位。

すっきり勝って再出発をはかりたいところ。 

 

 昨年 65kg 級優勝の伊藤彩香（東新住建）、世界選手権 65kg 級 3 位

の源平彩南（至学館大大学院）が、この階級でどう戦うか。ともに負傷

で全日本選手権を欠場していた。意地を見せてプレーオフへ持ち込め

るか。 

 

 昨年 65kg 級 2 位の栄希和（ジェイテクト）、昨年の世界ジュニア選

手権 65kg 級を制し全日本選手権 3 位の今井海優（自衛隊）、全日本選

手権 59kg 級優勝の稲垣柚香（愛知・至学館高）、U23 世界選手権 68kg

級２位の森川美和（日体大）、昨年の全日本学生選手権 59kg 級優勝の

入江くみ（九州共立大）ら、実績のある選手が集まっており、激戦が予

想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 全日本選手権優勝の類家直美（至学館大）は 4 月のアジア選手権で

２位に入賞。国際舞台を経験した実力を発揮できるか。 

 

 全日本選手権２位の榎本美鈴（環太平洋大）は 1 月のヤリギン国際

大会（ロシア）に出場し、2 位と実力を示した。全日本選手権３位の河

内美樹（日体大）らが、殊勲をあげることができるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【68kg 級】 
《2018 年世界選手権出場 

／2018 年全日本選手権 2 位》 

渡利璃穏（アイシン・エィ・ダブリュ） 

《2018 年全日本選手権優勝》 

土性沙羅（東新住建） 

《2018 年全日本選手権 3 位》 

関 千晶（警視庁） 

《2018 年世界選手権 72kg 級出場》 

松雪成葉（至学館大） 

 

古市雅子（自衛隊） 

宮道りん（日体大） 

 

 

 

【72kg 級】 
《2018 年全日本選手権 3 位》 

進藤芽伊（日体大） 

 

小林奏音（専大） 

鈴木華恋（日体大） 

早川まい（至学館大） 

 

 

 

【76kg 級】 
《2018 年世界選手権 3 位 

／2018 年全日本選手権優勝》 

皆川博恵（クリナップ） 

《2018 年全日本選手権 2 位》 

松雪泰葉（至学館大） 

 

阿部梨乃（自衛隊） 

鏡 優翔（東京・帝京高 

／JOC エリートアカデミー） 

齋藤未来（日本文理大） 

長島水城（東京・安部学院高）  

 

 

 

 手術明けながら全日本選手権を制した土性沙羅（東新住建）が、4 月

のアジア選手権でもライバルの中国選手を破って優勝し、実力を見せ

た。オリンピックを制した頃の実力に戻っているか。昨年の世界選手権

代表で全日本選手権決勝は土性に 1－2 で惜敗した渡利璃穏（アイシ

ン・エィ・ダブリュ）の雪辱なるか。 

 

 昨年 2 位で全日本選手権３位の関千晶（警視庁）、昨年の世界選手権

72kg 級代表で、4 月のジュニアクイーンズカップは 68kg 級に落とし

て優勝した松雪成葉（至学館大）、全日本選手権は 76kg 級 3 位だった

が今回はこの階級に挑む古市雅子（自衛隊）が優勝争いにからんでくる

か。 

 

 

 

 

 

 全日本選手権優勝の鏡優翔と同２位の松雪成葉は、ともに階級を変

えた。昨年の世界大学選手権で優勝し、全日本選手権３位の進藤芽伊

（日体大）のほか、出場選手のだれもが優勝を狙える位置にいる。 

 

 大学選手 4 人による争いは、だれが栄冠を勝ち取るか。 

 

 

 

 

 昨年の世界選手権 3 位、今年のアジア選手権 2 位など、この階級の

第一人者の皆川博恵（クリナップ）に、全日本選手権 72kg 級優勝でア

ジア選手権同級も制した鏡優翔（東京・帝京高／JOC エリートアカデ

ミー）が階級を上げて挑む。72kg 級で鍛えた実力で、皆川の牙城を崩

せるか。 

 

 昨年の世界ジュニア選手権 3 位で全日本選手権２位の松雪泰葉（至

学館大）、昨年３位の阿部梨乃（自衛隊）らが意地を見せられるか。 



2017年 ジュニアクイーンズカップ 向田真優 ○ ５－０ ● 奥野春菜

2016年 全日本選手権 向田真優 ○ ６－２ ● 奥野春菜

2015年 全日本選手権 向田真優 ○ ７－５ ● 奥野春菜

2014年 ジュニアクイーンズカップ 向田真優 ○ ７－０ ● 奥野春菜

2014年 クリッパン女子国際大会 向田真優 ○ Ｔフォール､13-2 ● 奥野春菜

2013年 ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック 向田真優 ○ ２－０（1-0,TF6-0=0:35） ● 奥野春菜

2012年 全国中学生選手権 向田真優 ○ ２－０（3-0,6-4） ● 奥野春菜

2012年 ＪＯＣ杯ジュニアオリンピック 向田真優 ○ ２－０（1L-1,TF8-2） ● 奥野春菜

2018年 全日本選手権 太田 忍 ● ２－７ ○ 文田健一郎

2017年 全日本選手権 太田 忍 ○ ５－４ ● 文田健一郎

2017年 スペイン・グランプリ  太田 忍 ● ＴＦ、1-11 ○ 文田健一郎

2017年 ピトラシンスキ国際大会  太田 忍 ○ ６－２ ● 文田健一郎

2017年 全日本選抜選手権 太田 忍 ● ２－６ ○ 文田健一郎

2017年 グランマ＆セーロ・ペラド国際大会 太田 忍 ○ ８－７ ● 文田健一郎

2016年 全日本選手権 太田 忍 ● ７－９ ○ 文田健一郎

2016年 ピトラシンスキ国際大会 太田 忍 ● ８－10 ○ 文田健一郎

2014年 全日本学生選手権 太田 忍 ○ ＴＦ、2:15=12-4 ● 文田健一郎

2018年 全日本選手権（決勝） 伊調 馨 ○ ３－２ ● 川井梨紗子

〃 全日本選手権（予選） 伊調 馨 ● １－２ ○ 川井梨紗子

2014年 全日本選手権 伊調 馨 ○ ６－０ ● 川井梨紗子

〃 全日本選抜選手権 伊調 馨 ○ ４－０ ● 川井梨紗子

2013年 全日本選手権 伊調 馨 ○ Ｔフォール、5:23=7-0 ● 川井梨紗子

伊調馨－川井梨紗子の対戦成績

向田真優－奥野春菜の対戦成績

太田忍 － 文田健一郎の対戦成績 



吉田沙保里 フォール 浜田千穂

（53kg級世界優勝） 0:53=2-0 （55kg級世界優勝）

伊調　馨 ２－０ 正田絢子

（63kg級世界優勝） （1-0,3-0） （59kg級世界優勝）

伊調　馨 ２－０ 正田絢子

（63kg級世界優勝） （1-0,2-1） （59kg級世界優勝）

吉田沙保里 ２－０ 坂本日登美

（55kg級世界優勝） （2-0,4-0） （51kg級世界優勝）

吉田沙保里 山本聖子

（55kg級世界優勝） （59kg級世界優勝）

吉田沙保里 ４－０ 山本聖子

（55kg級世界優勝） （6:58） （59kg級世界優勝）

山本美憂 ５－３ 足立美穂

（51kg級世界優勝） （4:34） （47kg級世界優勝）

足立美穂 ５－４ 吉村祥子

（47kg級世界優勝） （4:14） （44kg級世界優勝）

浦野弥生 フォール 岩間利香

（75kg級世界優勝） （1:04） （70kg級世界優勝）

福田富昭 吉田嘉久

（57kg級世界優勝） （52kg級世界優勝）

2014年 全日本選手権53kg級 ○ ●

日本で実現した現役世界チャンピオン同士の対戦

2007年 クイーンズカップﾟ63kg級 ○ ●

2006年 全日本選手権63kg級 ○ ●

2006年 全日本選手権55kg級 ○ ●

2004年 クイーンズカップﾟ55kg級 ○ ６－１ ●

2003年 全日本選手権55kg級 ○ ●

1995年 全日本女子選手権47kg級 ○ ●

1994年 女子東西対抗戦47kg級 ○ ●

1991年 全日本女子選手権70kg級 ○ ●

1965年 全日本学生選手権57kg級 ○ 判定＝スコア不明 ●


