
 

東京都知事杯 

令和 4年度東日本学生レスリングリーグ戦 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 東日本学生レスリング連盟 

後援 東京都／公益財団法人日本レスリング協会 
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東日本学生レスリング連盟 

会 長  朝 倉 利 夫 

 

東京都知事杯令和 4年度東日本学生レスリング

リーグ戦の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染禍の中、3 年ぶりの東

日本学生レスリングリーグ戦開催となりました。

本大会を開催するにあたり感染対策防止等を講

じて実施いたします。登録メンバーおよび指導ス

タッフ、学生委員・補助学生のみの参加で、無観

客で行いますが、OB、OGの皆様、ご保母の皆様

には事情をご理解いただければ幸いです。 

さて、東日本学生リーグ戦も 86 年の歴史ある

大会です。伝統・歴史を担い母校の栄誉を受け継

ぎ、各階級ともに全力でレスリング競技に集中し

ていただきたいと思います。各大学においては新

型コロナウイルス感染等により、レスリングの練

習に制約・活動停止・交流戦禁止等あらゆる面で

の苦境の中、強化練習がなされ今日に至っている

のではないでしょうか。このような厳しい状況に

て大学代表に選ばれた選手は、闘志・力量・技術

展開を切に望みます。 

またスポーツマンは優れた人材・人格者です。

レスリング競技は人間形成・社会に貢献できるス

ポーツマン育成を目指しています。 

 結びに、本大会の開催にあたり御支援・御協力

を賜りました、駒沢オリンピック公園総合運動場

と体育館スタッフの皆様、日本体育大学トレーナ

ー研究室を始め、関係各位の皆様に敬意感謝を申

し上げ挨拶とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本学生レスリング連盟 

委員長 八 鍬  圭（日本大学） 

 

令和 4年度度東日本学生リーグ戦を開催するにあ

たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

これまで毎年行われていたリーグ戦ですが、コ

ロナウイルスの影響により去年、一昨年と開催を

見送られました。今年に入り、コロナウイルスの

感染状況が下火になり未だ予断を許さない状況

ではありますが、開催することとなりました。3年

越しに開催できることを誠に喜ばしく存じます。 

リーグ戦は年に 2回ある団体戦のうちの１つであ

り、所属する大学の代表同士が伝統と誇りをかけ

て戦います。大学の団体戦は、春季および秋季新

人選手権、学生選手権、全日本学生選手権大会の

ような個人トーナメント戦とは違い、大学同士が

全力で戦い、他では見られない独特の雰囲気にな

ることが特徴です。また今年から東日本でも、対

戦する階級の順番を抽選で決定する方式を採用

します。誰が先発になりチームの雰囲気を盛り上

げ、流れを引き継ぎ、最後に締めるのか毎試合ご

と異なります。例年とは違った試合展開になるか

もしれません。しかし、どの大学も一丸となり、

勝利を目指すことは変わりないので、優勝に向か

って全力を尽くすことを期待します。 

最後になりますが、今大会を開催するにあたり、

ご支援ご協力くださいました関係者各位、諸先生

方、ならびに駒澤体育館の皆様に学生を代表いた

しまして心から感謝を申し上げます。 



東京都知事杯 令和4年度 東日本学生レスリングリーグ戦 大会要項 
 

※令和4年度から大学としてチーム編成ができなく、大学および個人が学連に加盟・登録していることを必須として、リ

ーグ戦の個人参加を認め学連選抜チームを編成します。なお、学連選抜チームが編成された場合には2部リーグの最下位

に位置付け対戦表を作成いたします。 

 

主  催  東日本学生レスリング連盟 

後  援  東京都（申請中） 公益財団法人日本レスリング協会 

会  期  2022年5月18日（水）から5月20日（金）〈3日間〉 

会  場  駒沢オリンピック公園総合運動場体育館 東京都世田谷区駒沢公園１―１ 

参加資格  東日本学生レスリング連盟及び日本レスリング協会の2022年度登録を完了していること 

参 加 費  各大学40,000円    

銀 行 名 三井住友銀行 店 名 生田支店 店 番 841 預金種目 普通預金 

口座番号 1487236 口座名義 東日本学生レスリング連盟代表 朝倉利夫 

※振込みの際は、大学名を頭に責任者名で振込んでください。 

※学連選抜にエントリーの際には1名4,000円を上記内容で振り込んでください。 

参加申込   【2022】リーグ戦エントリー（申込書）に必要事項を入力しメールに添付してください。 

申 込 先   東日本学生レスリング連盟事務局 east.japan.cwa@gmail.com 

参加申込・振込期限  2022年5月11日（水）〈厳守〉 

競技内容・組合せ 

（1）スタイル・形式 フリースタイルの団体戦  

（2）階 級 50－57㎏級・61㎏級・65㎏級・70㎏級・74㎏級・86㎏級・86－125㎏級の７階級 

（3）ルール ＵＷＷルール（一部学生連盟ルール適用） 

※シングレットは、コーナー通りの赤青を使用すること。チームカラーであっても、反対色（赤コーナ

ーが青系色など）の着用は認めません。 

（4）審 判 東日本学生レスリング連盟審判員および東日本学生レスリング連盟が指定した者 

（5）組み合わせ ※組合せ表参照 

（6）順位の決定 

〈1〉勝数が多いチーム  

〈2〉勝数が同じ場合勝ち点が高いチーム 

〈3〉勝ち点が同点の場合フォール数が多いチーム 

～以下については、ルールに基づき決定する。 

（7）大会日程（計量および試合日程） 別紙参照 

（8）対戦の順番の決定 メンバー交換用紙の提出の際に抽選により対戦順番（階級）を決定する。 

表彰 

（1）1部優勝校、2部優勝校に賞状とブロンズ像を授与する。 

（2）1部優勝校に東京都知事賞状と東京都知事杯を授与する。（申請中） 

（3）1部、2部の最優秀選手各1名と敢闘賞各1名に賞状とトロフィーを授与する。 

（4）1部優勝校監督に最優秀監督賞を授与する。 

（5）大会期間中の学生審判員から特に優秀な審判員にゴールデンホイッスル賞を授与する。 

その他  

（1）計量および計量に関する詳細は別紙「東日本学生レスリングリーグ戦の計量について〈別紙①〉」を参照すること。 

（2）会期中の事故（ケガ等）については、応急処置は行うが以後は各大学の責任において行うこと。 

（3）各大学2名の学生連盟委員（審判）を参加させること。 

（4）大会期間中は各大学で補助員（3名）を参加させ円滑な大会運営に努めること。 

（5）応援の際はペットボトルやプラスチックメガホン等での柵をたたく行為は絶対に行わないこと。 

   施設使用等のマナーに注意してください。 

（6）監督・スタッフおよび試合に出場する選手以外は全てスタンドでの応援とする。 

（7）各大学で発生したゴミについては指示した場所まで運ぶこと。 

※指導スタッフの先生方には試合開始前にミーティングを行いますのでご参集願います。ねお、開会式、

閉会式には必ずご参加願います。 



大会開催に伴う新型コロナウイルス感染症感染防止対策について（リーグ戦） 

 

 

東京都知事杯令和 4年度東日本学生レスリングリーグ戦の開催に際し、新型コロナウイルス感染症の

感染防止対策を講じて大会を実施いたします。「（公財）日本レスリング協会 COVID-19感染拡大予防に

おける国内競技大会開催時の注意事項（2020 年 6 月 20 日）」および「新型コロナウイルス感染症対策

としての「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイドライン」（2022.1.25 藍 6版）」を基本として、当連盟

による独自の感染防止対策を講じますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

なお、駒沢オリンピック公園総合運動場体育館の収容定員の関係から多くの来場者（OB、ご父母等）

を迎えての大会実施が運営上困難であることから今年度のリーグ戦は無観客にて開催いたします。各大

学の先生方には OB・ご父母等からのお問合せの際には丁寧なご対応をお願いいたします。 

 

2022年 5月 6日 

東日本学生レスリング連盟 会長 朝倉 利夫 

 

新型コロナウイルス感染症感染防止対策について 

 

「（公財）日本レスリング協会 COVID-19 感染拡大予防における国内競技大会開催時の注意事項（2020

年 6月 20日）」および「新型コロナウイルス感染症対策としての「UNIVAS大学スポーツ活動再開ガイド

ライン」（2022.1.25 藍 6版）」を基本として、以下の事項を遵守すること。 

 

1．入館はエントリーした学生および入館を申請する指導スタッフおよび補助員（学生）、学生連盟が運

営委員として認めた学生（マネージャー・女子部員等）に限る。 

 

2．各日の入館時に当連盟の指定書式による「レスリング体調管理と行動記録表」を提出すること。 

 

3．試合中およびウォーミングアップ以外はマスクを着用すること。 

 

4．ウォーミングアップは指定された時間で行うこと。（別途、案内します。） 

 

5．観客席での飲食は最小限とし、必要な場合には黙食を励行すること。 

 

6．観客席では座席を 1席以上の間隔を空け、他の大学が利用する観客席への出入りは行わないこと。 

 

7．試合中はベンチからの指示は認めるが、観客席からの声援は控えること。 

 

8．各大学が責任をもってごみの分別等を行い、運営スタッフ（学生）の感染リスクの軽減を行うこと。 

 

9．全ての参加者は「うがい」・「手指の消毒」を励行すること。 

 

10．公共交通機関を利用して来場する場合には、他の利用者に配慮した行動を行うこと。 

 

各日の入館方法はあらためてご連絡いたします。 

 



大 会 役 員 

大会会長   朝倉 利夫（東日本学生レスリング連盟会長／国士舘大学） 

大会副会長  曽根田昌宏（東日本学生レスリング連盟副会長／中央大学） 

 

顧問・役員 

入不二基義（青山学院大学）  柳川 美麿（育英大学）   関口 博正（神奈川大学）  荒畑 靖宏（慶應義塾大学） 

荒川 裕志（国際武道大学）  朝倉 利夫（国士舘大学）  相澤 勝治（専修大学）   高沢 修一（大東文化大学） 

西口 茂樹（拓殖大学）   木立 真直（中央大学）   林  宏幸（東海大学）   丸山 茂夫（東京大学） 

本間 和宏（東京農業大学）  伊鹿倉正司（東北学院大学）  太子堂正称（東洋大学）   永田 克彦（日本ウェルネススポーツ大学） 

松本 慎吾（日本体育大学）  富山 英明（日本大学）   越智 英輔（法政大学）   小林麻衣子（防衛大学校） 

千葉 貴律（明治大学）   下田正二郎（山梨学院大学）  結城 俊哉（立教大学）   平山  廉（早稲田大学） 

 

大会委員長  吉本  収（東日本学生レスリング連盟理事長／神奈川大学） 

大会副委員長 曽根田明弘（東日本学生レスリング連盟副理事長／立教大学） 

大会委員   

長谷川恒平（青山学院大学）  松田 健悟（青山学院大学）  松本隆太郎（育英大学）   正保 佳史（育英大学） 

富塚 拓也（育英大学）   米山 祥嗣（育英大学）   山本 英典（育英大学）   松永 共広（神奈川大学） 

井上 智弘（神奈川大学）  宮原 隆治（慶應義塾大学）  与那覇竜太（慶應義塾大学）  浪山 和義（慶應義塾大学） 

吾田 鉄司（慶應義塾大学）  小林 孝至（国際武道大学）  和田 貴広（国士舘大学）  阿部 宏隆（国士舘大学） 

牧野聡一郎（国士舘大学）  屋比久すず（国士舘大学）  阿部 敏弥（国士舘大学）  馳   浩（専修大学） 

佐藤  満（専修大学）   木村 元彦（専修大学）   中村 優太（専修大学）   松雪 泰成（専修大学） 

金子 功誠（専修大学）   前田 明都（専修大学）   伊藤 広道（専修大学）   斉藤 早矢（専修大学） 

藤沢 信雄（大東文化大学）  鈴木 賢一（大東文化大学）  五位塚 悟（大東文化大学）  高谷 惣亮（拓殖大学） 

伊藤 啓太（拓殖大学）   園田  新（拓殖大学）   山本 美仁（中央大学）   曽根田昌弘（中央大学） 

太田 拓弥（中央大学）   大谷 健輔（中央大学）   下司 弘樹（中央大学）   平野 博一（東海大学） 

栗森幸次郎（東海大学）   川西 翔子（東海大学）   下山田 周（東海大学）   倉重 雅彦（東京大学） 

藤川  司（東京大学）   飯山 禮文（東京農業大学）  宮下 久雄（東京農業大学）  三浦 正司（東京農業大学）  

杉山  健（東京農業大学）  飯塚 康介（東京農業大学）  後藤 大地（東北学院大学）  佐藤 義人（東北学院大学） 

若松  正（東洋大学）   前田 翔吾（東洋大学）   市橋 敏之（東洋大学）   本田原 明（東洋大学） 

清水真理子（東洋大学）   川畑 孔明（東洋大学）   中村悠太郎（東洋大学）   野口 篤史（日本ウェルネススポーツ大学） 

アバスティ・スィヤヴァシュ（日本ウェルネススポーツ大学）  湯元 健一（日本体育大学）  藤山光太朗（日本体育大学）  白石 俊次（日本体育大学）  

藤波 俊一（日本体育大学）  山口 海輝（日本体育大学）  池田 龍斗（日本体育大学）  田南部 力（日本体育大学）  

伊調  馨（日本体育大学）  大澤 友博（日本体育大学）  鈴木  光（日本大学）   金浜  良（日本大学） 

齋藤 将士（日本大学）   髙田 浩也（日本大学）   内藤 可三（日本大学）   阿佐 雄二（法政大学） 

丸山正太郎（法政大学）   坂本 憲蔵（防衛大学校）  小長野隆介（防衛大学校）  森  陽保（明治大学） 

小柳 義人（明治大学）   二ノ宮寛斗（明治大学）   寺田 靖也（明治大学）   八木  光（明治大学） 

徳山 利範（明治大学）   高田 裕司（山梨学院大学）  小幡 邦彦（山梨学院大学）  高橋 侑希（山梨学院大学） 

木下 貴輪（山梨学院大学）  大津 拓馬（山梨学院大学）  尾形  博（立教大学）   播木 直彦（立教大学） 

渡邊  央（立教大学）   宮川 賢志（立教大学）   久保  貴（立教大学）   宮澤 静也（立教大学） 

真島 洋一（早稲田大学）  岡田 英雅（早稲田大学） 



競 技 役 員 

 

競技委員長   吉本  収（東日本学生レスリング連盟理事長／神奈川大学） 

競技副委員長  曽根田明弘（東日本学生レスリング連盟副理事長／立教大学） 

総務委員長   市橋 敏之（東日本学生レスリング連盟総務委員長／東洋大学） 

財務委員長   飯山 禮文（東日本学生レスリング連盟財務委員長／東京農業大学） 

 

運営委員長   木村 元彦（東日本学生レスリング連盟強化委員長／専修大学） 

運営副委員長  伊藤 啓太（東日本学生レスリング連盟理事／拓殖大学） 

        松田 健悟（東日本学生レスリング連盟理事／青山学院大学） 

松本隆太郎（東日本学生レスリング連盟理事／育英大学） 

        湯元 健一（東日本学生レスリング連盟理事／日本体育大学） 

運営委員    森岡あおい（青山学院大学） 秋吉 花穂（青山学院大学） 野中 優香（育英大学） 

        小川まな美（育英大学）   中嶋 美穂（神奈川大学）  旭  佑季（神奈川大学） 

 

会場委員長   宮下 久雄（東日本学生レスリング連盟理事／東京農業大学） 

会場副委員長  和田 貴広（東日本学生レスリング連盟理事／国士舘大学） 

式典委員長   小幡 邦彦（東日本学生レスリング連盟理事／山梨学院大学） 

 

審判長     本田原 明（日本レスリング協会審判員） 

副審判長    長井 保幸（日本レスリング協会審判員） 

 

学連委員長   八鍬  圭（日本大学） 

学生審判員   瀬乃口 巧（国士舘大学） 加藤 大翔（国士舘大学） 大河原蔵之介（日本体育大学） 

有賀 丈竜（日本体育大学） 豊田 崚真（拓殖大学）  野田  玄（拓殖大学） 

        坂木 響（日本大学）   奥田 柊王（日本大学）  大関永優美（日本大学） 

        渡邉 荘陽（中央大学）  山賀 秀 （専修大学）  出田  匠 （専修大学） 

        細田 義人（大東文化大学）市原 元飛（大東文化大学） 八木凛太郎（育英大学） 

井勢 珠維（専修大学）  谷口 智紀（拓殖大学）  菊田  花（法政大学） 

本田祥太郎（明治大学）  坂本 大悟（立教大学）  小林 史弥（山梨学院大学） 

田中 太陽（神奈川大学） 佐藤 聖希（青山学院大学） 伊藤 史門（中央大学） 

保坂  凜（東海大学）  川﨑 大輝（東洋大学） 



東京都知事杯 令和 4年度 東日本学生レスリングリーグ戦 日程表 

 

５月１８日（水） 
7：45 開場・入館開始 

8：15 計量 

 Ａマット Ｂマット Ｃマット Ｄマット 

1部 予選リーグ１Ｒ 
11：00 日体大－育英大 明 大－中 大 拓 大－慶 大 専 大－東洋大 

12：00 山学大－大東大 日 大－青学大 早 大－法 大 国士大－神 大 

1部 予選リーグ２Ｒ 
13：00 日体大－中 大 明 大－育英大 拓 大－東洋大 専 大－慶 大 

14：00 山学大－青学大 日 大－大東大 早 大－神 大 国士大－法 大 

1部 予選リーグ３Ｒ 
15：00 日体大－明 大 中 大－育英大 拓 大－専 大 東洋大－慶 大 

16：00 山学大－日 大 青学大－大東大 早 大－国士大 神 大－法 大 

 

５月１９日（木） 

7：20 ２部リーグの大学のみ 開場・入館開始 

7：30 ２部リーグ 計量 

8：00 １部リーグの大学 入館開始 

8：30 １部リーグ 計量 

10：15 開会式（簡略） 

 Ａマット Ｂマット Ｃマット Ｄマット 

２部 １Ｒ 9：30 防 大－学連選抜 立 大－東海大 ウェル大－東 大  

２部 ２Ｒ 10：45 防 大－東 大 立 大－ウェル大 東海大―学連選抜  

１部順位決定リーグ１Ｒ 
11：30 Ａ１－Ｄ１ Ａ２－Ｄ２ Ａ３－Ｄ３ Ａ４－Ｄ４ 

12：30 Ｂ１－Ｃ１ Ｂ２－Ｃ２ Ｂ３－Ｃ３ Ｂ４－Ｃ４ 

２部 ３Ｒ 13：30 防 大－ウェル大 立 大－学連選抜 東海大－東 大  

１部順位決定リーグ２Ｒ 
14：30 Ａ１－Ｃ１ Ａ２－Ｃ２ Ａ３－Ｃ３ Ａ４－Ｃ４ 

15：30 Ｂ１－Ｄ１ Ｂ２－Ｄ２ Ｂ３－Ｄ３ Ｂ４－Ｄ４ 

２部 ４Ｒ 16：30 防 大－東海大 立 大－東 大 ウェル大－学連選抜  

 

５月２０日（金） 8：00 開場・入館開始 

 Ａマット Ｂマット Ｃマット Ｄマット 

２部 ５Ｒ 10：30 防 大－立 大 東海大－ウェル大 東 大－学連選抜  

１部順位決定リーグ３Ｒ 
11：15 Ａ３－Ｂ３ Ｃ３－Ｄ３ Ａ４－Ｂ４ Ｃ４－Ｄ４ 

12：15 Ａ２－Ｂ２ Ｃ２－Ｄ２   

１部２部入れ替え戦 13：15 － －   

１部順位決定リーグ３Ｒ 14：00 Ａ１－Ｂ１ Ｃ１－Ｄ１   

  表彰式・閉会式 

 



東京都知事杯 令和 4年度 東日本学生レスリングリーグ戦対戦表 

 

◆1部リーグ予選グループ表 

Group A Group B Group C Group D 

日本体育大学 

明治大学 

中央大学 

育英大学 

拓殖大学 

専修大学 

東洋大学 

慶應義塾大学 

山梨学院大学 

日本大学 

青山学院大学 

大東文化大学 

早稲田大学 

国士舘大学 

神奈川大学 

法政大学 

◆1部リーグ予選リーグ対戦表 

Group A  Group B 

 日体大 明 大 中 大 育英大 勝数 勝点  拓 大 専大 東洋大 慶 大 勝数 勝点 

日体大       拓 大       

明 大       専 大       

中 大       東洋大       

育英大       慶 大       

Group C Group D 

 山学大 日 大 青学大 大東大 勝数 勝点  早 大 国士大 神 大 法 大 勝数 勝点 

山学大       早 大       

日 大       国士大       

青学大       神 大       

大東大       法 大       

◆1部順位決定リーグ対戦表 

1位－4位  5位－8位 

 A1 B1 C1 D1 勝数 勝点   A2 B2 C2 D2 勝数 勝点 

A1       A2       

B1       B2       

C1       C2       

D1       D2       

9位－12位  13位－16位 

 A3 B3 C3 D3 勝数 勝点   A4 B4 C4 D4 勝数 勝点 

A3       A4       

B3       B4       

C3       C4       

D3       D4       

 

◆2部リーグ対戦表 

※参加大学数により 1リーグで実施する。 

※学連選抜チームをリーグ最下位に位置付けた対戦表とする。 

 防 大 立 大 東海大 ウェル大 東 大 学連選抜 勝数 勝点 

防衛大学校         

立教大学         

東海大学         

日本ウェルネススポーツ大学         

東京大学         

学生連盟選抜         

 









出身高校 上田西高校

焼津中央高校 八幡浜工業高校

86-125kg

氏　名 西川　大智

学　年 2年

86kg

氏　名 佐藤　聖希 豊田　哲平

学　年 3年 1年

出身高校

出身高校 上田西高校

青山学院高校

74kg

氏　名 稲葉　洋人

学　年 4年

70kg

氏　名 奥村　翔一

学　年 4年

出身高校

4年

出身高校 沼津城北高校 埼玉栄高校

自由が丘高校

65kg

氏　名 堤　孔一 掛川　泰史

学　年 4年

61kg

氏　名 菅沼　碧久

学　年 3年

出身高校

2年

出身高校 朝明高校

主　務 秋吉　花穂

学連委員 佐藤　聖希

50-57kg

氏　名 高塚　晴成

学　年

　

コーチ 　

コーチ 　

主　将 稲葉　洋人

青山学院大学
部長（顧問） 入不二　基義

監　督 長谷川　恒平

コーチ 松田　健悟

コーチ





育英大学
部長（顧問） 柳川　美麿

監　督 松本　隆太郎

コーチ 正保　佳史

コーチ

50-57kg

氏　名 髙杉　大輝 八木　凛太郎 増田　壮兼

学　年

富塚　拓也

コーチ 米山　祥嗣

コーチ 　

主　将 庄司　秀

3年 2年 2年

出身高校 高松農業高校 池田高校 多度津高校

主　務 向山　凪

学連委員 八木　凛太郎

65kg

氏　名 三谷　剛大 橋本　武道 赤星　楓

学　年 2年

61kg

氏　名 五味　虹登 戸田　純人

学　年 1年 1年

出身高校

1年 1年

出身高校 高松農業高校 自由が丘学園高校 小川工業高校

甲府城西高校 自由が丘学園高校

74kg

氏　名 原田　真吾 鹿糠　鉄斗 本名　一晟

学　年 4年

70kg

氏　名 柳生　達哉 本名　帝心 倉田　康生

学　年 3年 1年 1年

出身高校

2年 1年

出身高校 釡利谷高校 種市高校 韮崎工業高校

池田高校 八海高校 野田中央高校

86-125kg

氏　名 大原　和也 佐々木　優太

学　年 4年

86kg

氏　名 鈴木　爽元 吉澤　英 小川　陸

学　年 3年 2年 2年

出身高校

1年

出身高校 山形南高校 ノースアジア大学明桜高校

米沢工業高校 八海高校 小諸高校





3年 2年

出身高校 鳥取中央育英高校 伊豆総合高校 飛龍高校

足利大学附属高校 焼津水産高校 花咲徳栄高校

86-125kg

氏　名 山口　浩一 宮内　勇真 髙橋　凛太郎

学　年 4年

86kg

氏　名 市川　アンディ 山口　蓮汰 八木澤　侃永

学　年 3年 2年 1年

出身高校

2年 1年

出身高校 中津商業高校 志賀高校 花咲徳栄高校

八戸工業高校 朝明高校 焼津水産高校

74kg

氏　名 今井　仁聖 小林　大輝 佐々木　葵

学　年 3年

70kg

氏　名 関下　光輝 山本　晃聖 高橋　大翔

学　年 3年 3年 1年

出身高校

1年 1年

出身高校 鳥取中央育英高校 館林高校 志賀高校

山梨農林高校 鳥取中央育英高校 鳥取中央育英高校

65kg

氏　名 鈴木　雷人 和田　晋太郎 畠野　尊

学　年 3年

61kg

氏　名 松本　健新 髙田　起虎 鳥目　裕太

学　年 4年 3年 1年

出身高校

4年 2年 2年

出身高校 焼津水産高校 館林高校 中京高校

主　務 成塚　騎士

学連委員 田中　太陽

50-57kg

氏　名 山口　叶汰 日比野　晴斗 丸山　愛斗

学　年

井上　智裕

コーチ 　

コーチ 　

主　将 山口　叶汰

神奈川大学
部長（顧問） 関口　博正

監　督 吉本　収

コーチ 松永　共広

コーチ





50-57kg

出身高校

氏　名

敦賀気比高校

学　年

61kg

65kg

70kg

匝瑳　瞬 池田　駿

3年

氏　名

学　年

学　年

出身高校

出身高校

86-125kg

74kg

86kg

出身高校

4年

慶應義塾高校

松居　俊伍

氏　名

学　年

出身高校

氏　名

学　年

出身高校

氏　名

慶應義塾高校

2年

松井　滉季

氏　名

慶應義塾高校 Western Academy of Beijing高校

氏　名

学　年

学　年

出身高校 渋谷教育学園渋谷高校 上海外国語大学付属外国語学校高校

3年

平岡　大宙

南雲　宥位

李　晨暉

3年 1年

2年

慶應義塾大学

石井　莉杏

　

荒畑　靖宏

宮原　隆治

与那覇　竜太

浪山　和義

吾田　哲司

　

主　務

松井　滉季

学連委員

コーチ

部長（顧問）

監　督

コーチ

コーチ

コーチ

主　将





3年 2年

出身高校 松阪工業高校 高松農業高校 霞ヶ浦高校

日体大柏高校 埼玉栄高校 太田高校

86-125kg

氏　名 西村　麻凛 目黒　優太 新井　裕太

学　年 4年

86kg

氏　名 奥井　真吉 大泉　宗太郎 城所　拓馬

学　年 4年 2年 1年

出身高校

2年 1年

出身高校 八工第一高校 足利大学付属高校 秋田商業高校

鹿島学園高校 霞ヶ浦高校 鹿屋中央高校

74kg

氏　名 平内　陽丞 大関　寛穂 保坂　典樹

学　年 3年

70kg

氏　名 藤田　光星 内山　椋太 工藤　大知

学　年 4年 2年 1年

出身高校

1年 1年

出身高校 鳥栖工業高校 志賀高校 小倉商業高校

南風原高校 日体大柏高校 館林高校

65kg

氏　名 諏訪間　新之亮 白崎　誠也 藤澤　汰陽

学　年 4年

61kg

氏　名 徳比嘉　二仁 秋津　瑠 加藤　敦史

学　年 4年 3年 1年

出身高校

4年 3年 2年

出身高校 隠岐島前高校 八工第一高校 志賀高校

主　務 瀨ノ口　巧

学連委員 瀨ノ口　巧

50-57kg

氏　名 澤谷　孟 小川　颯太 我満　大記

学　年

阿部　敏弥

コーチ 屋比久　すず

コーチ 牧野　聡一郎

主　将 徳比嘉　二仁

国士舘大学
部長（顧問） 朝倉　利夫

監　督 和田　貴広

コーチ 阿部　宏隆

コーチ





2年 1年

出身高校 池田高校 磯子工業高校 八戸工業大学第一高校

和歌山北高校 玉名工業高校 上田西高校

86-125kg

氏　名 川原　大夢 佐藤　大斗 永野　颯大

学　年 4年

86kg

氏　名 内田　貴斗 出田　匠 尾沼　翔太

学　年 4年 2年 1年

出身高校

1年 1年

出身高校 星城高校 高山西高校 秋田商業高校

今治工業高校 韮崎工業高校 八海高校

74kg

氏　名 太田　晃輝 高原　崇陽 今野　駿輔

学　年 3年

70kg

氏　名 伊藤　由信 西田　衛人 山賀　秀

学　年 4年 2年 2年

出身高校

4年 4年

出身高校 いなべ総合学園高校 花咲徳栄高校 倉吉総合産業高校

敦賀気比高校 都城西高校 鳥栖工業高校

65kg

氏　名 徳力　貫太 藤山　海斗 井勢　珠維

学　年 4年

61kg

氏　名 野坂　晃誠 中石　皓大 伊藤　翔哉

学　年 3年 3年 2年

出身高校

4年 3年 2年

出身高校 和歌山北高校 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校

主　務 伊藤　由信

学連委員 井勢　珠維

50-57kg

氏　名 岡本　景虎 徳力　哲太 古瀬　稜

学　年

中村　優太

コーチ 松雪　泰成

コーチ 前田　明都

主　将 徳力　貫太

専修大学
部長 相澤　勝治

総監督 佐藤　満

監督 木村　元彦

コーチ





大東文化大学
部長（顧問） 高沢　修一

監　督 藤沢　信雄

コーチ 五位塚　悟

コーチ

50-57kg

氏　名 時田　一生 大矢　仁太

学　年

長島　水城

コーチ 福田　悠李

コーチ 保志　直輝

主　将 重松　大智

1年 1年

出身高校 飛龍高校 伊豆総合高校

主　務 細田　義翔

学連委員 市原　元飛

65kg

氏　名 東川　翼 金井　暢己 小川　雄也

学　年 1年

61kg

氏　名 松本　陸 砂田　隼兵

学　年 2年 1年

出身高校

1年 2年

出身高校 鹿屋中央高校 花咲徳栄高校 館林高校

埼玉栄高校 野田中央高校

74kg

氏　名 貫井　賢人 南　航志 後藤　遼介

学　年 2年

70kg

氏　名 滝澤　建介 大津　拓馬 田子　依玖真

学　年 4年 2年 1年

出身高校

2年 3年

出身高校 花咲徳栄高校 野田中央高校 四街道高校

上田西高校 鹿島学園高校 京葉工業高校

86-125kg

氏　名 中原　陸 重松　大智 佐々木　偉琉

学　年 2年

86kg

氏　名 村上　楓芽 重松　大翔 藤原　颯人

学　年 4年 2年 3年

出身高校

4年 3年

出身高校 鹿屋中央高校 鹿屋中央高校 花咲徳栄高校

四街道高校 鹿屋中央高校 秋田商業高校





栗東高校 網野高校 大和広陵高校

大和広陵高校 多度津高校

池田高校

日野高校 飛龍高校 上田西高校

86-125kg

氏　名 奥村　総太 三浦　哲史 山本　純大

学　年 4年

86kg

氏　名 水口　竣介 田中　勝大

学　年 4年 3年

出身高校

2年 3年

出身高校

高松北高校

74kg

氏　名 小林　大悟 佐々木　航 野田　玄

学　年 4年

70kg

氏　名 三多見　明 有馬　鉄太 白鳥　夏希

学　年 3年 2年 1年

出身高校

4年 1年

出身高校 山梨農林高校 飛龍高校

65kg

氏　名 谷口　智紀 萩原　大和 豊田　崚真

学　年 4年

61kg

氏　名 森川　海舟 竹下　航生

学　年 4年 3年

出身高校

3年 2年

出身高校 和歌山北高校 花咲徳栄高校 飛龍高校

自由ヶ丘学園高校

50-57kg

氏　名 山根　典哲 塩谷　優 河野　隆真

学　年

園田　新

コーチ

コーチ 　

主　将 森川　海舟

4年 3年 1年

出身高校 多度津高校 自由ヶ丘学園高校 小川工業高校

主　務 奥村　総太

学連委員 谷口　智紀

拓殖大学
部長（顧問） 西口　茂樹

監　督 高谷　惣亮

コーチ 伊藤　啓太

コーチ





中央大学
部長（顧問） 木立　真直

監　督 山本　美仁

コーチ 太田　拓弥

コーチ

50-57kg

氏　名 芹沢　雄生 小澤　楽翔 平田　宗

学　年

曽根田　昌弘

コーチ 大谷　健輔

コーチ 下司　弘樹

主　将 高橋　大和

3年 1年 1年

出身高校 網野高校 甲府城西高校 高松北高校

主　務 関　海翔

学連委員 伊藤　史門

65kg

氏　名 土井　璃音 大場　哉音 岩切　徳丸

学　年 4年

61kg

氏　名 草間　正汰 小川　潤大 佐藤　大夢

学　年 3年 2年 1年

出身高校

3年 2年

出身高校 網野高校 焼津水産高校 日本体育大学柏高校

埼玉栄高校 飛龍高校 日本体育大学柏高校

74kg

氏　名 高橋　大和 小田桐　和真 林　　拳進

学　年 4年

70kg

氏　名 伊藤　史門 石原　三四郎 山路　太心

学　年 4年 2年 1年

出身高校

3年 1年

出身高校 焼津水産高校 鹿屋中央高校 埼玉栄高校

いなべ総合学園高校 埼玉栄高校 和歌山北高校

86-125kg

氏　名 出頭　海 中里　優斗 濱田　豊喜

学　年 3年

86kg

氏　名 阿部　光 窪田　大羅 水崎　康太郎

学　年 3年 3年 1年

出身高校

2年 1年

出身高校 鹿島学園高校 太田市立太田高校 日本工業大学駒場高校

館林高校 敦賀気比高校 焼津中央高校





4年 1年

出身高校 宮崎日本大学高校 福島高校 小川工業高校

香川中央高校 埼玉栄高校 日本体育大学柏高校

86-125kg

氏　名 内藤　絢太 川崎　大輝 竹田　廉

学　年 3年

86kg

氏　名 深谷　海斗 小堀　雄大 合田　悠悟

学　年 2年 3年 2年

出身高校

2年 2年

出身高校 多度津高校 霞ヶ浦高校 島原高校

八工大一高校 磯子工業高校 敦賀気比高校

74kg

氏　名 葛岡　海斗 小川　統己 森崎　悠太郎

学　年 3年

70kg

氏　名 榎本　翔斗 黒澤　潮音 若野　秀彪

学　年 4年 4年 2年

出身高校

2年 1年

出身高校 いなべ総合学園高校 八工大一高校 花咲徳栄高校

市立太田高校 日本文理大学附属高校 日本体育大学柏高校

65kg

氏　名 伊藤　隼 吉田　珠理 伊藤　朔良

学　年 3年

61kg

氏　名 伊藤　凛太朗 深水　小鉄 尾形　光駿

学　年 3年 2年 1年

出身高校

4年 1年 1年

出身高校 大和広陵高校 高松北高校 高山西高校

主　務 山田　悠太郎

学連委員 川崎　大輝

50-57kg

氏　名 樋野　友哉 川西　功晟 圓山　泰生

学　年

本田原　明

コーチ 前田　翔吾

コーチ 清水　真理子

主　将 藤原　康洋

東洋大学
部長（顧問） 太子堂　正弥

監　督 若松　正

コーチ 市橋　敏之

コーチ





日本体育大学
部長（顧問） 松本　慎吾

監　督 松本　慎吾

コーチ 湯元　健一

コーチ

50-57kg

氏　名 竹下　雄登 弓矢　暖人 弓矢　健人

学　年

藤山　光太朗

コーチ 山口　海輝

コーチ 池田　龍斗

主　将 竹下　雄登

4年 3年 1年

出身高校 日本体育大学柏高校 いなべ総合学園高校 いなべ総合学園高校

主　務 中田　翔輝

学連委員 大河原　蔵之介

65kg

氏　名 堤　泰樹 清岡　幸大郎 杉本　誠道

学　年 4年

61kg

氏　名 中村　勇士 山﨑　万里 宇戸平　莞爾

学　年 4年 4年 3年

出身高校

3年 2年

出身高校 沼津城北高校 高知南高校 東鷹高校

隠岐島前高校 小諸高校 日本体育大学柏高校

74kg

氏　名 小柴　伊織 髙橋　海大 河内　良樹

学　年 2年

70kg

氏　名 大野　恵太郎 高田　煕 曽我部　京太郎

学　年 4年 3年 3年

出身高校

1年 2年

出身高校 鳥栖工業高校 帝京高校 大阪体育大学浪商高校

玉名工業高校 日本体育大学柏高校 今治西高校

86-125kg

氏　名 伊藤　飛未来 林　秀悟 宮本　海渡

学　年 4年

86kg

氏　名 白井　達也 髙橋　夢大 日下　尚

学　年 4年 3年 3年

出身高校

3年 4年

出身高校 埼玉栄高校 海洋高校 日本体育大学柏高校

日本体育大学柏高校 網野高校 高松北高校





1年 1年

出身高校 磯子工業高校 花咲徳栄高校 土浦日大高校

花咲徳栄高校 花咲徳栄高校 上田西高校

86-125kg

氏　名 ラッサボン　ソークサイ 藤田　龍星 山口　航平

学　年 4年

86kg

氏　名 栃倉　健人 藤田　豪 三井　正信

学　年 3年 2年 1年

出身高校

2年 1年

出身高校 自由ヶ丘学園高校 鹿島学園高校 海洋高校高校

鹿島学園高校 日大藤沢高校 鹿屋中央高校

74kg

氏　名 今村　大地 硎屋　亮太郎 今井　海陽

学　年 4年

70kg

氏　名 渡辺　慶二 小田嶋　大樹 長谷川　丈一郎

学　年 3年 4年 2年

出身高校

4年 2年

出身高校 日大藤沢高校 上田西高校 磯子工業高校

花咲徳栄高校 聖ヨゼフ日星高校 聖ヨゼフ日星高校

65kg

氏　名 早川　晃生 大橋　寛介 宮川　航輔

学　年 3年

61kg

氏　名 田下　奏樹 新山　瑞歩 由良　琉二

学　年 3年 1年 2年

出身高校

3年 2年 1年

出身高校 高松農業高校 足工大付属高校 鹿島学園高校

主　務 寺澤　琉貴

学連委員 八鍬　圭

50-57kg

氏　名 小宮　怜雅 島谷　真和 石津　慶斗

学　年

髙田　浩也

コーチ 内藤　可三

コーチ 吉田　ケイワン

主　将 大橋　寛介

日本大学
部長（顧問） 富山　英明

監　督 鈴木　光

コーチ 齋藤　将士

コーチ





出身高校 日工大駒場高校

釜利谷高校

86-125kg

氏　名 品田　陽平

学　年 2年

86kg

氏　名 石橋　将

学　年 2年

出身高校

4年

出身高校 高山西高校 八工大一高校

四街道高校 大森学園高校 新宮高校

74kg

氏　名 三木　翔永 西舘　黎

学　年 3年

70kg

氏　名 穴田　禅侍 田中　典太 寺地　智睦

学　年 3年 3年 2年

出身高校

出身高校 花咲徳栄高校

沼津城北高校 網野高校 磯子工業高校

65kg

氏　名 仁木　勇斗

学　年 1年

61kg

氏　名 堤　太一 野出　怜也 大舘　一咲

学　年 4年 3年 1年

出身高校

4年 1年 1年

出身高校 和歌山北高校 和歌山北高校 日工大駒場高校

主　務 菊田　花

学連委員 菊田　花

50-57kg

氏　名 田中　開偉 請川　胡大良 木村　琉貴

学　年

　

コーチ 　

コーチ 　

主　将 穴田　禅侍

法政大学
部長（顧問） 越智　英輔

監　督 阿佐　雄二

コーチ 丸山　正太郎

コーチ





2年 1年

出身高校 小諸商業高校 関西高校 山形市立商業高等学校高校

八戸学院光星高校 花咲徳栄高校 前橋西高校

86-125kg

氏　名 伊藤　慧亮 槇井　大伍朗 大浦　響

学　年 4年

86kg

氏　名 小山田　滉紀 坂井　孝太朗 岩井　知史

学　年 3年 3年 2年

出身高校

3年 2年

出身高校 いなべ総合学園高校 秋田商業高校 鹿島学園高校

館林高校 上田西高校 秋田商業高校

74kg

氏　名 山崎　然生 田村　拓斗 清水　大輔

学　年 3年

70kg

氏　名 谷津　龍斗 遠藤　勇馬 渡邊　大夢

学　年 4年 1年 1年

出身高校

2年 2年

出身高校 花咲徳栄高校 いなべ総合学園高校 文化学園大学杉並高校

鹿島学園高校 埼玉栄高校 足利大学付属高校

65kg

氏　名 伊藤　優寿 太田　匠海 加賀田　柊生

学　年 3年

61kg

氏　名 三井　潤 塚田　京 志村　優充

学　年 3年 2年 1年

出身高校

4年 4年 1年

出身高校 足利大学付属高校 埼玉栄高校 和歌山北高校

主　務 杉山　裕紀

学連委員 本田　祥太郎

50-57kg

氏　名 鴇田　昇大 内田　創太郎 葛城　壱成

学　年

八木　光

コーチ 寺田　靖也

コーチ 二ノ宮　寛斗

主　将 谷津　龍斗

明治大学
部長（顧問） 千葉　貴律

監　督 森　陽保

コーチ 小柳　義人

コーチ



レモンの刺激が、いつものあなたを取り戻す。



山梨学院大学
部長（顧問） 下田　　正二郎

監　督 小幡　　邦彦

コーチ 高橋　侑希

コーチ

50-57kg

氏　名 後藤　玲空 塚岡　達也 小野　　正之助

学　年

木下　貴輪

コーチ 大津　拓馬

コーチ 　

主　将 後藤　玲空

4年 3年 1年

出身高校 中津商業高校 高松農業高校 鳥栖工業高校

主　務 後藤　起位

学連委員 小林　史弥

65kg

氏　名 青柳　善の輔 荻野　海志 冨山　悠真

学　年 3年

61kg

氏　名 榊　流斗 森田　魁人 深澤　颯太

学　年 4年 2年 2年

出身高校

1年 1年

出身高校 埼玉栄高校 埼玉栄高校 霞ケ浦高校高校

帝京高校 花咲徳栄高校 山梨農林高校

74kg

氏　名 高森　新世 後藤　起位 佐藤　匡記

学　年 4年

70kg

氏　名 飯田　翔真 森川　陽斗 鈴木　大樹

学　年 4年 4年 2年

出身高校

4年 3年

出身高校 鹿島学園高校 館林高校 帝京高校

自由ヶ丘学園高校 飛龍高校 韮崎工業高校

86-125kg

氏　名 小林　龍太 山田　康瑛 ソビィット　アビレイ

学　年 4年

86kg

氏　名 谷崎　大造 五十嵐　文彌 小林　史弥

学　年 3年 1年 4年

出身高校

2年 1年

出身高校 上田西高校 岐南工業高校 アスタナ高校

岐南工業高校 埼玉栄高校 館林高校





1年

出身高校 土浦日大高校 韮崎工業高校

日体大柏高校 館林高校

86-125kg

氏　名 山崎　祥平 北脇　香

学　年 4年

86kg

氏　名 山倉　孝介 玉岡　颯斗

学　年 3年 3年

出身高校

1年

出身高校 日体大柏高校 和歌山北高校

埼玉栄高校 花咲徳栄高校

74kg

氏　名 深田　雄智 山路　健心

学　年 3年

70kg

氏　名 鈴木　歩夢 計良　涼介

学　年 4年 2年

出身高校

出身高校 アメリカンスクール高校

秋田商業高校 花咲徳栄高校

65kg

氏　名 ズート麟　

学　年 2年

61kg

氏　名 島谷　侃 藤田　颯

学　年 4年 3年

出身高校

2年 1年

出身高校 自由ヶ丘学園高校 鳥栖工業高校

主　務 小沼　杏華

学連委員 　

50-57kg

氏　名 山口　太一 尾西　大河

学　年

梅林　太朗

コーチ

トレーナー 鬼木　貴典

主　将 島谷　侃

早稲田大学
部長（顧問） 平山　廉

監　督 真島　洋一

コーチ 岡田　英雅

コーチ





出身高校 平塚学院高校

明桜高校 日向学院高校

86-125kg

氏　名 六郷　海南人

学　年 4年

86kg

氏　名 保坂　凜 ハッカー　太郎

学　年 3年 2年

出身高校

出身高校 東海大菅生高校

厚木西高校

74kg

氏　名 竹澤　柾生

学　年 2年

70kg

氏　名 出田　蓮

学　年 4年

出身高校

出身高校 東海大諏訪高校

松が谷高校

65kg

氏　名 陣内　舜吐

学　年 1年

61kg

氏　名 石原　汐音

学　年 3年

出身高校

2年

出身高校 第一学院高校

主　務 保坂　凜

学連委員 保坂　凜

50-57kg

氏　名 花田　拓哉

学　年

下山田　周

コーチ 　

コーチ 　

主　将 出田　蓮

東海大学
部長（顧問） 林　宏幸

監　督 平野　博一

コーチ 栗森　幸次郎

コーチ





出身高校

筑波大附属駒場高校 Champion College高校

86-125kg

氏　名

学　年

86kg

氏　名 伊藤　辰光 カー　アーネスト航太

学　年 4年 4年

出身高校

3年

出身高校 甲陽学院高校 須磨学園高校

西大和学園高校

74kg

氏　名 濵田　宏紀 有本　龍豊

学　年 2年

70kg

氏　名 川井　康誠

学　年 2年

出身高校

出身高校 仙台第二高校

攻玉社高校

65kg

氏　名 石塚　充希

学　年 2年

61kg

氏　名 正岡　優一

学　年 2年

出身高校

2年

出身高校 西大和学園高校

主　務 正岡　優一

学連委員 　

50-57kg

氏　名 出原　和弥

学　年

　

コーチ 　

コーチ 　

主　将 伊藤　辰光

東京大学
部長（顧問） 丸山　茂夫

監　督 倉重　雅彦

コーチ 　

コーチ





大沼高校

上山明新館高校 甲府城西高校

86-125kg

氏　名 大房　快聖

学　年 2年

86kg

氏　名 山川　凌平 佐藤　宗

学　年 4年 2年

出身高校

出身高校

74kg

氏　名

学　年

70kg

氏　名

学　年

出身高校

出身高校

65kg

氏　名 佐々木　通彰

学　年 2年

61kg

氏　名 藤田　　　海斗

学　年 3年

出身高校

出身高校 稲取高校

浦和学院高校

50-57kg

氏　名 松下　侑磨

学　年

　

コーチ 　

コーチ 　

主　将 藤田　海斗

1年

出身高校 小川工業高校

主　務 　

学連委員 　

日本ウェルネススポーツ大学
部長（顧問） 永田　克彦

監　督 野口　篤史

コーチ 　

コーチ





近畿大学付属高校 高校

朋優学院高校

都立北園高校

86-125kg

氏　名 周布野　慎二 熊谷　光起

学　年 4年

86kg

氏　名 西田　凌晟

学　年 3年

出身高校

3年

出身高校

大宮開成高校

74kg

氏　名 村松　賢

学　年 3年

70kg

氏　名 阿部　紘基

学　年 4年

出身高校

出身高校 桐光学園高校

65kg

氏　名 土屋　柊吾 坂井　大地

学　年 4年

61kg

氏　名 宰相　和弥 藤田　周一郎

学　年 4年 4年

出身高校

4年

出身高校 高等工科高校 東福岡高校

県立玉島高校

50-57kg

氏　名 荒道　豊樹

学　年

伊藤　涼

コーチ 岡田　雅志

コーチ 　

主　将 宰相　和弥

3年

出身高校 八戸学院光星高校

主　務 阿部　紘基

学連委員 　

防衛大学校
部長（顧問） 小林　麻衣子

監　督 坂本　憲蔵

コーチ 小長野　隆介

コーチ





出身高校 広島国際学院高校

ふたば未来学園高校

86-125kg

氏　名 加藤　光貴

学　年 4年

86kg

氏　名 猪狩　雄成

学　年 2年

出身高校

出身高校 文化学園大学杉並高校

新宮高校

74kg

氏　名 河村　歩

学　年 2年

70kg

氏　名 稗田　龍

学　年 1年

出身高校

出身高校 自由ヶ丘学園高校

山形南高校 山形南高校

65kg

氏　名 神山　隼多

学　年 4年

61kg

氏　名 佐藤　優 奥山　太陽

学　年 4年 2年

出身高校

2年

出身高校 日本工業大学駒場高校

主　務 加藤　光貴

学連委員 坂本　大悟

50-57kg

氏　名 坂本　大悟

学　年

播木　直彦(助監督）

コーチ 宮澤 静也　渡邊 央

コーチ 久保 貴　宮川 賢志

主　将 神山　隼多

　立　教　大　学
部長（顧問） 結城　俊哉

監　督 尾形　博

コーチ 曾根田　明弘(総監督)

コーチ





国際武道大学

東北学院大学

部長（顧問）

監　督

主　将

主　務

荒川　裕志

小林　孝至

駒形　陽貴

落合　洸太

東北学院大学所　属

所　属 国際武道大学

所　属 国際武道大学

部長（顧問） 伊鹿倉正司

後藤　大地

佐藤　義人

佐藤　冬唯

内海　智大

監　督

コーチ

主　将

主　務

50-57kg

出身高校

氏　名

鹿島学園高校

学　年

61kg

65kg

70kg

鈴木　海斗

所　属 東北学院大学

所　属 東北学院大学

4年

氏　名

学　年

学　年

出身高校 仙台城南高校

出身高校

佐藤　冬唯

3年

86-125kg

氏　名

仙台城南高校

氏　名

学　年

学　年

出身高校 鹿島学園高校

74kg

86kg

落合　洸太

2年

内海　智大

2年

学生連盟選抜

出身高校

五十嵐　開

1年

田島高校

氏　名

学　年

出身高校

氏　名

学　年

出身高校

氏　名



ビジネスコンサルタント業 

  
 

   代表取締役社長   大 村  勝 生 
  

  〒102-0083 

   東京都千代田区麹町１－３－７ 日月館麹町ビル２階 

   TEL ０３-３２２１-６５６０ 

 

異業種同士をつなぐマッチング事業 
  

フェニックスビジネス株式会社 











部別 成績

１部 ①早　大　②慶　大　③明　大

２部 ①中　大　②立　大　③日体大

１部 ①早　大　②慶　大　③明　大

２部 ①中　大　②立　大　③日　大

１部 ①早　大　②中　大　③明　大　④慶　大

２部 ①日　大　②立　大　③拓　大

１部 ①早　大　②中　大　③明　大　④慶　大

２部 ①日　大　②立　大　③拓　大

１部 ①早　大　②中　大　③明　大　④日　大

２部 ①慶　大　②拓　大　③立　大

１部 ①明　大　②中　大　③早　大　④慶　大

２部 ①日　大　②拓　大　③立　大　④慶　大

１部 ①中　大　②明　大　③早　大　④慶　大

２部 ①日　大　②拓　大　③立　大　④専　大

１部 ①中　大　②明　大　③早　大　④慶　大

２部 ①拓　大　②立　大　③日　大　④専　大

１部 ①中　大　②明　大　③早　大　④慶　大

２部 ①拓　大　②日　大　③立　大　④専　大

昭26 春 ８校 ①中　大　②慶　大　③明　大　④早　大　⑤立　大　⑥日　大　⑦拓　大　⑧専　大

９校 ①中　大 ②明　大 ③慶　大 ④早　大 ⑤日　大 ⑥立　大 ⑦拓　大 ⑧専　大 ⑨日体大

１部 ①明　大　②中　大　③慶　大　④早　大　⑤日　大

２部 ①立　大　②拓　大　③専　大　④法　大　⑤日体大

１部 ①明　大　②慶　大　③中　大　④立　大　⑤早　大

２部 ①日　大　②拓　大　③専　大　④法　大　⑤日体大

１部 ①明　大　②中　大( 同点)　③慶　大　④立　大　⑤早　大

２部 ①日　大　②専　大　③拓　大　④法　大　⑤日体大

１部 ①明　大　②中　大　③慶　大　④早　大　⑤立　大

２部 ①日　大　②専　大　③法　大　④拓　大　⑤日体大

１部 ①中　大　②明　大　③慶　大　④立　大　⑤日　大　⑥早　大

２部 ①専　大　②拓　大　③法　大　④日体大　⑤神　大　⑥茨　大　⑦工学院

１部 ①明　大　②中　大　③日　大　④慶　大　⑤専　大　⑥早　大　⑦立　大

２部 ①法　大　②拓　大　③日体大　④国士大　⑤神　大　⑥工学院

１部 ①明　大　②中　大　③日　大　④専　大　⑤慶　大　⑥早　大　⑦法　大

２部 ①立　大　②日体大　③国士大　④拓　大　⑤神　大　⑥工学院

１部 ①明　大　②中　大　③日　大　④早　大　⑤専　大　⑥法　大　⑦立　大

２部 ①慶　大　②日体大　③拓　大　④防　大　⑤神　大　⑥国士大　⑦工学院

１部 ①中　大　②明　大　③日　大　④専　大　⑤早　大　⑥立　大　⑦法　大

２部 ①慶　大　②日体大　③拓　大　④国士大　⑤防　大　⑥神　大　⑦工学院

１部 ①明　大　②早　大　③日　大　④中　大　⑤専　大　⑥慶　大　⑦法　大　⑧立　大

２部 ①日体大 ②国士大 ③拓　大 ④工学院 ⑤神　大 ⑥防　大 ⑦東農大 ⑧東洋大 ⑨成城大

１部 ①中　大　②日　大　③専　大　④明　大　⑤早　大　⑥法　大　⑦日体大

２部 ①慶　大　②立　大　③拓　大　④工学院　⑤国士大　⑥神　大

１部 ①明　大　②日　大　③中　大　④専　大　⑤法　大　⑥日体大　⑦早　大

２部 ①慶　大　②国士大　③東洋大　④拓　大　⑤立　大　⑥工学院

３部 ①東学大　②神　大　③東農大　④防　大　⑤学習院

昭39

昭36

昭37

昭38

昭30
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昭32
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昭34
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昭25

春

秋

昭27

昭28

昭29

昭23

春

秋

昭24

春

秋

年度

昭21 秋

昭22

春

秋



部別 成績年度

１部 ①中　大　②日　大　③明　大　④専　大　⑤法　大　⑥日体大　⑦早　大

２部 ①国士大　②東洋大　③慶　大　④立　大　⑤東学大　⑥拓　大

３部 ①東農大　②茨　大　③神　大　④防　大　⑤工学院　⑥学習院

１部 ①日　大　②日体大　③中　大　④明　大　⑤専　大　⑥法　大　⑦東洋大

２部 ①早　大　②国士大　③慶　大　④東農大　⑤東学大　⑥立　大

３部 ①防　大　②茨　大　③神　大　④拓　大　⑤工学院　⑥青学大　⑦関東学院

１部 ①明　大　②日　大　③日体大　④中　大　⑤専　大　⑥東洋大　⑦早　大

２部 ①法　大　②国士大　③東学大　④慶　大　⑤東農大　⑥立　大　⑦拓　大

３部 ①神　大　②茨　大　③防　大　④青学大　⑤工学院　⑥関東学院

１部 ①日　大　②日体大　③中　大　④専　大　⑤早　大　⑥東洋大　⑦明　大

２部 ①国士大　②法　大　③拓　大　④東学大　⑤東農大　⑥慶　大　⑦立　大

３部 ①防　大　②青学大　③茨　大　④神　大　⑤工学院　⑥大東大　⑦関東学院　⑧國學大

１部 ①専　大　②日体大　③国士大　④早　大　⑤日　大　⑥東洋大　⑦中　大

２部 ①明　大　②拓　大　③慶　大　④法　大　⑤東学大　⑥東農大　⑦防　大

３部 ①大東大　②立　大　③青学大　④神　大　⑤茨　大　⑥工学院　⑦國學大　⑧関東学院

４部 ①駒　大　②城西大

１部 ①専　大　②国士大　③日　大　④早　大　⑤日体大　⑥東洋大　⑦中　大

２部 ①明　大　②拓　大　③大東大　④東学大　⑤法　大　⑥慶　大　⑦東農大

３部 ①立　大　②青学大　③防　大　④神　大　⑤茨　大　⑥國學大　⑦工学院

４部 ①駒　大　②日大郡山　③関東学院

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②専　大　③日　大　④明　大　⑤拓　大　⑥東学大

Ｂ ①国士大　②中　大　③大東大　④早　大　⑤東洋大　⑥法　大

２部 優勝／慶　大　　準優勝／青学大

Ａ ①慶　大　②東農大　③防　大　④駒　大　⑤日大郡山　⑥茨　大

Ｂ  ①青学大　②國學大　③立　大　④神　大　⑤工学院　⑥関東学院

１部 優勝／中　大　　準優勝／国士大

Ａ ①中　大　②拓　大　③日体大　④日　大　⑤早　大　⑥慶　大

Ｂ ①国士大　②明　大　③専　大　④大東大　⑤東洋大　⑥青学大

２部 優勝／東農大　　準優勝／法　大

Ａ ①法　大　②防　大　③日大郡山　④國學大　⑤関東学院　⑥駒　大

Ｂ ①東農大　②東学大　③茨　大　④東海大　⑤立　大　⑥駒　大　⑦工学院

１部 優勝／専　大　　準優勝／日体大

Ａ ①日体大　②明　大　③中　大　④大東大　⑤東農大　⑥早　大

Ｂ ①専　大　②国士大　③日　大　④拓　大　⑤東洋大　⑥法　大

２部 優勝／東学大　　準優勝／青学大

Ａ ①東学大　②慶　大　③東海大　④日大郡山　⑤駒　大 ⑥関東学院　⑦亜　大

Ｂ ①青学大　②防　大　③國學大　④工学院　⑤立　大　⑥茨　大　⑦神　大

１部 優勝／国士大　　準優勝／専　大

Ａ ①専　大　②明　大　③日　大　④大東大　⑤東洋大　⑥早　大

Ｂ ①国士大　②日体大　③拓　大　④東農大　⑤中　大　⑥法　大

２部 優勝／八工大　　準優勝／青学大

Ａ ①八工大　②東海大　③青学大　④防　大　⑤駒　大　⑥茨　大　⑦亜　大　⑧工学院

Ｂ  ①青学大　②慶　大　③國學大　④関東学院　⑤日大郡山　⑥立　大　⑦神　大

昭40

昭41

昭42

昭43

昭44

昭45

昭48

昭49

昭46

昭47



部別 成績年度

１部 優勝／国士大　　準優勝／専　大

Ａ ①国士大　②明　大　③日　大　④中　大　⑤拓　大　⑥早　大

Ｂ ①専　大　②日体大　③大東大　④東洋大　⑤八工大　⑥東農大

２部 優勝／東海大　　準優勝／法　大

Ａ ①法　大　②東学大　③慶　大　④関東学院　⑤駒　大　⑥立　大

Ｂ ①東海大　②青学大　③國學大　④防　大　⑤日大郡山　⑥茨　大

３部 ①神　大　②亜　大　③東　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／専　大

Ａ ①日体大　②国士大　③日　大　④東洋大　⑤拓　大　⑥東農大

Ｂ ①専　大　②明　大　③八工大　④大東大　⑤中　大　⑥法　大

２部 優勝／東海大　　準優勝／早　大

Ａ ①東海大　②東学大　③國學大　④日大郡山⑤立　大⑥関東学院

Ｂ ①早　大　②青学大　③防　大　④慶　大　⑤駒　大　⑥神　大

３部 ①亜　大　②東　大　③工学院　④成蹊大

１部 優勝／日　大　　準優勝／専　大

Ａ ①日　大　②日体大　③明　大　④大東大　⑤東海大　⑥拓　大

Ｂ ①専　大　②国士大　③中　大　④東洋大　⑤八工大　⑥東農大

２部 優勝／早　大　　準優勝／法　大

Ａ  ①法　大　②青学大　③慶　大　④國學大　⑤立　大　⑥神　大

Ｂ ①早　大　②防　大　③東学大　④駒　大　⑤日大郡山　⑥関東学院

３部 ①山学大　②東　大　③工学院　④成蹊大　⑤亜　大

１部 優勝／日　大　　準優勝／日体大

Ａ ①日　大　②東洋大　③国士大　④明　大　⑤東海大　⑥法　大

Ｂ ①日体大　②中　大　③専　大　④大東大　⑤早　大　⑥八工大

２部 優勝／東農大　　準優勝／青学大

Ａ ①東農大　②防　大　③慶　大

Ｂ ①青学大　②拓　大　③東学大

３部 ①東　大　②亜　大　③成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日　大　②国士大　③大東大　④東海大　⑤中　大　⑥八工大

Ｂ ①日体大　②専　大　③明　大　④東洋大　⑤東農大　⑥早　大

２部 優勝／拓　大　　準優勝／青学大

Ａ ②法　大　③國學大　④慶　大　⑤神　大　⑥立　大

Ｂ ①青学大　②東学大　③防　大　④山学大　⑤日大郡山　⑥東　大

３部 ①駒　大　②亜　大　③成蹊大　④工学院

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ  ①日体大　②国士大　③明　大　④東海大　⑤八工大　⑥東農大

Ｂ ①日　大　②専　大　③大東大　④中　大　⑤東洋大　⑥拓　大

２部優 勝／法　大　　準優勝／山学大

Ａ ①山学大　②東学大　③早　大　④國學大　⑤神　大　⑥駒　大

Ｂ ①法　大　②青学大　③防　大　④慶　大　⑤日大郡山　⑥立　大

３部 ①群　大　②東　大　③足工大　④亜　大　⑤成蹊大　⑥工学院

昭52

昭53

昭54

昭55

昭50
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部別 成績年度

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②専　大　③中　大　④明　大　⑤拓　大　⑥東農大

Ｂ ①日　大　②国士大　③大東大　④東洋大　⑤東海大　⑥法　大

２部 優勝／早　大　　準優勝／東学大

Ａ ①東学大　②防　大　③國學大　④日大郡山　⑤駒　大

Ｂ ①早　大　②青学大　③山学大　④慶　大　⑤立　大　⑥神　大

３部 ①八工大　②群　大　③東　大　④足工大　⑤成蹊大　⑥亜　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②国士大　③中　大　④東洋大　⑤法　大　⑥拓　大

Ｂ ①日　大　②専　大　③大東大　④明　大　⑤東海大　⑥東農大

２部 優勝／山学大　　準優勝／東学大

Ａ ①山学大　②防　大　③早　大　④立　大　⑤日大郡山

Ｂ ①東学大　②青学大　③慶　大　④國學大　⑤神　大

３部 ①群　大　②八工大　③東　大　④成蹊大　⑤足工大　⑥新　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②専　大　③法　大　④中　大　⑤明　大　⑥東農大

Ｂ ①国士大　②日　大　③東洋大　④大東大　⑤東海大　⑥拓　大

２部 優勝／山学大　　準優勝／東学大

Ａ ①山学大　②早　大　③青学大　④國學大　⑤群　大　⑥日大郡山

Ｂ ①東学大　②慶　大　③立　大　④防　大　⑤神　大

３部 ①東　大　②茨　大　③新　大　④八工大　⑤成蹊大　⑥足工大

１部 優勝／日体大　　準優勝／専　大

Ａ ①日体大　②日　大　③法　大　④明　大　⑤大東大　⑥拓　大

Ｂ ①専　大　②国士大　③東洋大　④東海大　⑤山学大　⑥中　大

２部 優勝／東農大　　準優勝／東学大

Ａ ①東農大　②慶　大　③防　大　④群　大　⑤青学大　⑥東　大

Ｂ ①東学大　②立　大　③早　大　④國學大　⑤神　大　⑥日大郡山

３部 ①新　大　②茨　大　③八工大　④成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②国士大　③東海大　④大東大　⑤中　大　⑥法　大

Ｂ ①日　大　②専　大　③山学大　④東洋大　⑤明　大　⑥拓　大

２部 優勝／東農大　　準優勝／東学大

Ａ ①東農大　②立　大　③防　大　④國學大　⑤青学大　⑥日大郡山

Ｂ ①東学大　②早　大　③慶　大　④群　大　⑤東　大　⑥神　大

３部 ①新　大　②茨　大　③成蹊大　④八工大

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②中　大　③専　大　④東洋大　⑤東海大　⑥拓　大

Ｂ ①日　大　②国士大　③山学大　④大東大　⑤明　大　⑥法　大

２部 優勝／早　大　　準優勝／東学大

Ａ ①早　大　②慶　大　③群　大　④青学大　⑤防　大⑥新　大

Ｂ ①東学大　②東農大　③立　大　④國學大　⑤東　大⑥日大郡山

３部 ①神　大　②八工大　③茨　大　④成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②国士大　③専　大　④東海大　⑤大東大　⑥法　大

Ｂ ①日　大　②東洋大　③中　大　④早　大　⑤山学大　⑥明　大

２部 優勝／拓　大　　準優勝／東農大

Ａ ①拓　大　②慶　大　③防　大　④群　大　⑤國學大　⑥神　大

Ｂ ①東農大　②東学大　③立　大　④青学大　⑤新　大　⑥東　大

３部 ①成蹊大　②八工大　③日大郡山

昭56

昭57

昭60

昭61

昭62

昭58

昭59



部別 成績年度

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②東洋大　③専　大　④早　大　⑤大東大　⑥明　大

Ｂ ①日　大　②国士大　③中　大　④山学大　⑤東海大　⑥拓　大

２部 優勝／東農大　　準優勝／青学大

Ａ ①青学大　②東学大　③法　大　④防　大　⑤群　大　⑥成蹊大

Ｂ ①東農大　②慶　大　③國學大　④立　大　⑤神　大

３部 ①青森大　②八工大　③国武大　④茨　大　⑤東　大　⑥日大郡山

１部 優勝／日体大　　準優勝／中　大

Ａ ①日体大　②国士大　③専　大　④大東大　⑤山学大　⑥拓　大

Ｂ ①中　大　②早　大　③日　大　④東洋大　⑤東海大　⑥明　大

２部 優勝／東農大　　準優勝／青学大

Ａ ①青学大　②法　大　③立　大　④慶　大　⑤群　大　⑥青森大

Ｂ ①東農大　②東学大　③防　大　④國學大　⑤神　大　⑥成蹊大

３部 ①国武大　②八工大　③東　大　④日大郡山　⑤茨　大　⑥亜　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②国士大　③早　大　④日　大　⑤中　大　⑥東洋大　⑦専　大　⑧大東大

Ｂ ①山学大　②東海大　③明　大　④東農大　⑤拓　大　⑥法　大　⑦青学大　⑧東学大

２部 優勝／国武大　　準優勝／防　大

Ａ ①国武大　②防　大　③慶　大　④立　大　⑤群　大　⑥成蹊大　⑦神　大

Ｂ ①八工大　②日大郡山　③東　大　④亜　大　⑤茨　大　⑥青森大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②国士大　③日　大　④中　大　⑤大東大　⑥東洋大　⑦早　大　⑧山学大

Ｂ ①専　大　②東海大　③拓　大　④東農大　⑤明　大　⑥法　大　⑦国武大　⑧青学大

２部 優勝／東学大　　準優勝／防　大

Ａ ①東学大　②防　大　③慶　大　④群　大　⑤八工大　⑥立　大　⑦成蹊大

Ｂ ①國學大　②神　大　③東　大　④亜　大　⑤新　大　⑥茨　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②国士大　③日　大　④山学大　⑤中　大　⑥専　大　⑦大東大　⑧東洋大

Ｂ ①早　大　②明　大　③東海大　④拓　大　⑤東農大　⑥東学大　⑦法　大　⑧国武大

２部 優勝／防　大　　準優勝／群　大

Ａ ①防　大　②群　大　③東学大　④慶　大　⑤八工大　⑥國學大　⑦立　大

Ｂ ①亜　大　②東　大　③新　大　④成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②国士大　③山学大　④日　大　⑤専　大　⑥東洋大　⑦大東大　⑧中　大

Ｂ ①早　大　②東農大　③東海大　④法　大　⑤明　大　⑥青学大　⑦拓　大　⑧国武大

２部 優勝／東学大　　準優勝／慶　大

Ａ ①東学大　②慶　大　③群　大　④防　大　⑤八工大　⑥立　大　⑦亜　大　⑧國學大

Ｂ ①東　大　②盛　大　③新　大　④成蹊大　⑤神　大

１部 優勝／日体大　　準優勝／山学大

Ａ ①日体大　②山学大　③日　大　④東洋大　⑤国士大　⑥大東大　⑦専　大　⑧早　大

Ｂ ①中　大　②東農大　③法　大　④青学大　⑤拓　大　⑥東海大　⑦明　大　⑧国武大

２部 優勝／群　大　　準優勝／東学大

Ａ ①群　大　②東学大　③慶　大　④防　大　⑤八工大　⑥立　大　⑦東　大　⑧亜　大

Ｂ ①盛　大　②國學大　③神　大　④新　大　⑤日大郡山　⑥成蹊大

平元

平2

平3

平4

平5

平6

昭63



部別 成績年度

１部 優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②日　大　③国士大　④山学大　⑤東洋大　⑥専　大　⑦早　大　⑧大東大

Ｂ ①拓　大　②中　大　③東農大　④青学大　⑤明　大　⑥東海大　⑦法　大　⑧国武大

２部 優勝／群　大　　準優勝／東学大

Ａ ①群　大　②東学大　③慶　大　④防　大　⑤八工大　⑥立　大　⑦盛　大　⑧東　大

Ｂ ①國學大　②秋経大　③神　大　④成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／山学大

Ａ ①日体大　②山学大　③国士大　④日　大　⑤東洋大　⑥大東大　⑦拓　大　⑧専　大

Ｂ ①青学大　②東農大　③中　大　④早　大　⑤群　大　⑥法　大　⑦東海大　⑧明　大

２部 優勝／国武大　　準優勝／東学大

Ａ ①国武大　②東学大　③慶　大　④八工大　⑤防　大　⑥立　大　⑦國學大

Ｂ ①秋経大　②神　大　③東　大　④成蹊大　⑤新　大

１部 優勝／日　大　　準優勝／国士大

Ａ ①日　大　②国士大　③日体大　④山学大　⑤大東大　⑥東洋大　⑦青学大　⑧東農大

Ｂ ①拓　大　②中　大　③専　大　④群　大　⑤国武大　⑥法　大　⑦東海大　⑧早　大

２部 優勝／明　大　　準優勝／東学大

Ａ ①明　大　②東学大　③慶　大　④八工大　⑤防　大　⑥立　大　⑦神　大

Ｂ ①國學大　②新　大　③東　大　④成蹊大

１部 優勝／日体大　　準優勝／国士大

Ａ ①日体大　②国士大　③拓　大　④日　大　⑤山学大　⑥東洋大　⑦大東大　⑧中　大

Ｂ ①東農大　②明　大　③専　大　④青学大　⑤法　大　⑥群　大　⑦東海大　⑧早　大

２部 優勝／国武大　　準優勝／東学大

Ａ ①国武大　②東学大　③八工大　④慶　大　⑤防　大　⑥神　大　⑦順　大　⑧立　大

Ｂ ①新　大　②國學大　③秋経大

１部 優勝／日体大　　準優勝／山学大

Ａ ①日体大　②山学大　③日　大　④拓　大　⑤国士大　⑥中　大　⑦大東大　⑧東洋大

Ｂ ①東農大　②専　大　③青学大　④群　大　⑤明　大　⑥法　大　⑦早　大　⑧東海大

２部 優勝／国武大　　準優勝／東学大

Ａ ①国武大　②東学大　③順　大　④神　大　⑤八工大　⑥防　大　⑦慶　大

Ｂ ①立　大　②新　大　③秋経大　④國學大

優勝／山学大　　準優勝／日　大

①山学大　②日　大　③日体大　④拓　大　⑤国士大　⑥中　大　⑦東農大　⑧大東大

⑨専　大　⑩青学大　⑪東洋大　⑫群　大　⑬早　大　⑭法　大　⑮明　大　⑯東海大

優勝／国武大　　準優勝／東学大

①国武大　②東学大　③神　大　④八工大　⑤防　大　⑥順　大　⑦慶　大　⑧秋法大

⑨立　大　⑩新　大　⑪国学大

優勝／山学大　　準優勝／拓　大

①山学大　②拓　大　③日体大　④日　大　⑤専　大　⑥大東大　⑦国士大　⑧中　大

⑨東洋大　⑩青学大　⑪早　大　⑫群馬大　⑬東農大　⑭法　大　⑮明　大　⑯東学大

優勝／国武大　　準優勝／慶　大

①国武大　②慶　大　③神　大　④八工大　⑤防　大　⑥順　大　⑦立　大　⑧成蹊大

優勝／拓　大　　準優勝／山学大

①拓　大　②山学大　③日体大　④日　大　⑤専　大　⑥大東大　⑦国士大　⑧中　大

⑨東洋大　⑩群　大　⑪青学大　⑫早　大　⑬東農大　⑭法　大　⑮明　大　⑯国武大

優勝／神　大　　準優勝／慶　大

①神　大　②慶　大　③防　大　④神工大　⑤八工大　⑥東京大　⑦國学大　⑧東学大

⑨立　大　⑩成蹊大

１部

２部

１部

２部

平成 3

平成 4

１部

２部

平9

平10

平成11

平成 2

平7

平8



部別 成績年度

優勝／日大　　準優勝／日体大

①日　大　②日体大　③拓　大　④山学大　⑤早　大　⑥国士大　⑦専　大　⑧青学大

⑨東洋大　⑩大東大　⑪中　大　⑫群　大　⑬明　大　⑭神　大　⑮東農大　⑯法　大

優勝／慶　大　　準優勝／立　大

①慶　大　②立　大　③神工大　④防　大　⑤国武大　⑥東　大　⑦成蹊大　⑧東学大

⑨八工大　⑩国学大

優勝／日体大　　準優勝／日　大

①日体大　②日　大　③山学大　④国士大　⑤早　大　⑥専　大　⑦拓　大　⑧東洋大

⑨中　大　⑩明　大　⑪大東大　⑫青学大　⑬群　大　⑭東農大　⑮神　大　⑯法　大

優勝／慶　大　　準優勝／立　大

①慶　大　②立　大　③東学大　④国武大　⑤防　大　⑥八工大　⑦東　大　⑧成蹊大

⑨東海大

優勝／拓　大　　準優勝／早　大

①拓　大　②早　大　③日体大　④日　大　⑤山学大　⑥青学大　⑦専　大　⑧中　大

⑨明　大　⑩東洋大　⑪国士大　⑫大東大　⑬神　大　⑭群　大　⑮東農大　⑯法　大

優勝／慶　大　　準優勝／立　大

①慶　大　②立　大　③防　大　④東　大　⑤東学大　⑥国武大　⑦八工大

優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日　大　②拓　大　③山学大　④明　大　⑤大東大　⑥中　大　⑦神　大　⑧法　大

Ｂ ①日体大　②早　大　③専　大　④国士大　⑤青学大　⑥東洋大　⑦群　大　⑧東農大

優勝／防　大　　準優勝／慶　大

Ａ ①慶　大　②東学大　③東　大

Ｂ ①防　大　②八工大　③立　大　④国武大

優勝／日体大　　準優勝／日　大

Ａ ①日体大　②山学大　③早　大　④国士大　⑤東洋大　⑥神　大　⑦大東大　⑧東農大

Ｂ ①日　大　②拓　大　③専　大　④青学大　⑤明　大　⑥中　大　⑦群　大　⑧法　大

優勝／防　大　　準優勝／東学大

Ａ ①防　大　②八工大　③東　大　④国武大

Ｂ ①東学大　②慶　大　③立　大　④東海大

優勝／山学大　　準優勝／日体大

Ａ ①日体大　②早　大　③拓　大　④東洋大　⑤中　大　⑥大東大　⑦青学大　⑧法　大

Ｂ ①山学大　②専　大　③日　大　④国士大　⑤群　大　⑥明　大　⑦神　大　⑧東農大

優勝／立　大　　準優勝／防　大

Ａ ①防　大　②東海大　③慶　大　④東　大

Ｂ ①立　大　②八工大　③東学大　④国武大

優勝／拓　大　　準優勝／早　大

Ａ ①拓　大　②山学大　③国士大　④中　大　⑤専　大　⑥明　大　⑦青学大　⑧東農大

Ｂ ①早　大　②日体大　③日　大　④東洋大　⑤大東大　⑥神　大　⑦群　大　⑧法　大

優勝／防　大　　準優勝／立　大

Ａ ①立　大　②八工大　③慶　大　④国武大

Ｂ ①防　大　②東学大　③東海大　④東　大

1部

2部

平成2

1部

2部

1部

2部

平成 9

平成20

１部

２部

1部

2部

平成 7

平成 8

１部

２部

１部

２部

平成 5

平成 6



部別 成績年度

優勝／早　大　　準優勝／拓　大　

Ａ ①拓　大　②国士大　③東洋大　④専　大　⑤青学大　⑥神　大　⑦法　大　⑧日体大

Ｂ ①早　大　②日　大　③山学大　④中　大　⑤明　大　⑥大東大　⑦群　大　⑧東農大

優勝／防　大　　準優勝／立　大

Ａ ①防　大　②東学大　③慶　大　④東　大

Ｂ ①立　大　②東海大　③八工大　④国武大

優勝／早　大　　準優勝／拓　大　

Ａ ①早　大　②日　大　③中　大　④青学大　⑤東洋大　⑥大東大　⑦法　大　⑧東農大

Ｂ ①拓　大　②専　大　③国士大　④山学大　⑤明　大　⑥神　大　⑦群　大　⑧防　大

優勝／日体大　　準優勝／立　大

Ａ ①日体大　②東海大　③慶　大　④国武大

Ｂ ①立　大　②東学大　③東　大　④八戸大

優勝／日体大　　準優勝／拓　大

Ａ ①日体大　②早　大　③山学大　④専　大　⑤中　大　⑥神　大　⑦東洋大　⑧法　大

Ｂ ①拓　大　②日　大　③国士大　④青学大　⑤明　大　⑥大東大　⑦東農大　⑧群　大

優勝／防　大　　準優勝／立　大

Ａ ①防　大　②東学大③慶　大

Ｂ ①立　大　②東　大③国武大

優勝／山学大　　準優勝／早　大

Ａ ①山学大　②日　大　③日体大　④中　大　⑤青学大　⑥大東大　⑦東洋大　⑧群　大

Ｂ ①早　大　②拓　大　③国士大　④専　大　⑤明　大　⑥神　大　⑦法　大　⑧東農大

優勝／防　大　　準優勝／立　大

Ａ ①防　大　②八工大　③慶應大　④東　大

Ｂ ①立　大　②国武大　③東学大　④東海大

優勝／山学大　　準優勝／国士大

①山学大　②国士大　③日体大　④日　大　⑤拓　大　⑥専　大　⑦早　大　⑧東洋大

⑨明　大　⑩大東大　⑪神　大　⑫青学大　⑬中　大　⑭法　大　⑮東農大　⑯群　大

優勝／東海大　　準優勝／立　大

①東海大　②立　大　③国武大　④東　大　⑤慶　大　⑥防衛大　⑦東学大　⑧八戸大

優勝／山学大　　準優勝／拓　大

①山学大　②拓　大　③国士大　④日体大　⑤専　大　⑥日　大　⑦早　大　⑧明　大

⑨東洋大　⑩大東大　⑪青学大　⑫神　大　⑬中　大　⑭法　大　⑮東海大　⑯東農大

優勝／国武大　　準優勝／立　大

①国武大　②立　大　③慶　大　④ウエルネス大　⑤防衛大　⑥東　大　⑦東学大

優勝／山学大　　準優勝／日体大

①山学大　②日体大　③早　大　④日　大　⑤専　大　⑥拓　大　⑦国士大　⑧明　大

⑨青学大　⑩中　大　⑪東洋大　⑫大東大　⑬法　大　⑭神　大　⑮東海大　⑯国武大

優勝／慶應大　　準優勝／防衛大

①慶應大　②防衛大　③立教大　④東　大　⑤東学大

優勝／山学大　　準優勝／拓　大

①山学大　②拓　大　③日体大　④日本大　⑤国士大　⑥早　大　⑦専　大　⑧明　大

⑨東洋大　⑩中　大　⑪法　大　⑫青学大　⑬神　大　⑭大東大　⑮防衛大　⑯慶應大

優勝／東海大　　準優勝／立　大

①東海大　②立　大　③国武大　④東農大　⑤東学大　⑥ウエルネス大

平成22

平成23

平成24

1部

2部

平成29

1部

2部

1部

2部

平成27

平成28

1部

2部

1部

2部

平成25

平成26

1部

2部

1部

2部

1部

2部



部別 成績年度

優勝／山学大　　準優勝／拓　大

①山学大　②拓　大　③日体大　④日　大　⑤早　大　⑥専　大　⑦国士大　⑧明　大

⑨東洋大　⑩中　大　⑪青学大　⑫法　大　⑬神　大　⑭大東大　⑮慶　大　⑯防　大

優勝／東農大　　準優勝／国武大

①東農大　②国武大　③立　大　④東学大　⑤東海大　⑥ウエルネス大　⑦東　大

優勝／日体大　準優勝／拓大

①日体大　②拓　大　③山学大　④早　大　⑤国士大　⑥日　大　⑦専　大　⑧明　大

⑨中　大　⑩東洋大　⑪青学大　⑫神　大　⑬法　大　⑭大東大　⑮慶　大　⑯防　大

優勝／育英大　準優勝／立　大

①育英大　②立　大　③東農大　④国武大　⑤東学大　⑥東海大　⑦ウェルネス大　⑧東　大

　中止

　中止

優勝／　　準優勝／

優勝／　　準優勝／

令和2

令和3

令和4

1部

2部

平成30

令和元

1部

2部

1部

2部



最強日本レスリングを支える企業軍団 S U P P O R T I N G  C O M P A N I E S
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