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第 48 回内閣総理大臣杯 

令和 4 年度全日本大学レスリング選手権大会実施要項 

主 催 

主 管 

後 援 

協 賛 

期  日  

公益財団法人日本レスリング協会、一般社団法人全日本学生レスリング連盟

西日本学生レスリング連盟

スポーツ庁

（株）明治、アシックスジャパン（株）

令和4 年11 月19 日（土）～ 20 日（日） 

競技内容  

１ スタイル フリースタイル

２ 階級 57㎏・61㎏・65㎏・70㎏・74㎏・79㎏・86㎏・92㎏・97㎏・125㎏

※1大学8階級にエントリーすることができる（なお、全クラスのエントリーがなくても参加することができる） 
但し、非オリンピック階級のエントリーは2階級までとする。 

オリンピック階級 57㎏・65㎏・74㎏・86㎏・97㎏・125㎏ 
非オリンピック階級 61㎏・70㎏・79㎏・92㎏ ※2階級までエントリー可 

３ ルール  UWWルール 

４ 総合順位   個人戦を行い、各階級1～8位までを入賞とし、その順位をポイントに換算し大学間の順位を競う 
順位 1位 2位 3位 3位 5位 5位 7位 8位 
得点 12点 9点 6点 6点 3.5点 3.5点 2点 1点 

☆☆ポイントが同点の場合は、以下の順序で順位を決定する

① 個人戦の１位入賞者が多い大学

② 個人戦の２位入賞者の多い大学

③ 全試合におけるフォールによる勝者の合計数の多い大学(棄権勝ちも含む) 
④ 全試合における技術ポイントの合計数の多い大学

５ 競技日程及び会場  

（１）試合進行について

・1日目10階級の試合を予備戦から準決勝まで実施 
・2日目10階級の試合を敗者復活戦から決勝までを実施

（２）抽選・計量について

・11月18日（金）監督会議終了後、各大学の代表により全階級の抽選を行います

11月18日（金） 15：00～ 監督会議／（終了後）抽選会 金岡公園体育館（2階）会議室 
17：00～ 審判会議 金岡公園体育館（2階）会議室 

11月19日（土） 8：00 開館・受付・検温 堺市金岡公園体育館

8：30～9：00 メディカルチェック・計量

10：30～ 開会式

試合開始 開会式終了後（予備戦～準決勝） 
試合終了後 総会・理事会 金岡公園体育館（2階）会議室 

11月20日（土） 8：00 開館・受付・検温 金岡公園体育館

8：30～8：45 計量

10：15～ 試合開始（敗者復活戦、決勝）

試合終了後 表彰式・閉会式

（注１）監督会議の際に、正副交代や棄権のある場合は必ず申告してください。

（注２）試合進行は、状況により変更することがあります。
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６ 参加資格   下記（１）～（３）の条件を満たし、且つ（４）～（11）のいずれかに該当する者の出場を認める 
（１）(公財)日本レスリング協会に登録し、西日本・東日本学生レスリング連盟に登録されていること。 
（２）健康診断を受け、健康であることが証明されていること。

（３）二段以上を有すること。

（※「申請中」での出場は認めないため、必ず段位を取得して申し込むこと）

☆☆エントリ－できるスタイルは、以下の対象となる競技会において、フリースタイルで収めた成績に限ることとする

（４）本競技会開催年度と同年度の天皇杯全日本選手権大会の出場権を有する者、又は本競技会開催年度の前年度の天皇杯

全日本選手権大会に出場した者

（５）本競技会開催年度と同年度の明治杯全日本選抜選手権大会の出場権を有していた者

（６）東西連盟主催の選手権大会（選手権の部）において、各階級でベスト１６以上の成績を収めた者

（７）東日本連盟主催の新人戦において、以下のいずれかの成績を収めた者

①フリースタイルＡグループの各階級でベスト１６以上の成績を収めた者。ただし 97kg 級及び 125kg 級は、ベス

ト８以上の成績を収めた者

②フリースタイルＢグループの各階級で３位以上の成績を収めた者

（８）西日本連盟主催の新人戦において、（７）①の東日本連盟主催の新人戦フリースタイルＡグループに規定する成績と

同等の成績を収めた者

（９）大学在学中に国際大会の代表に選ばれた者

（10）本競技会開催年と同年度のインカレに出場した者 

（11）加盟大学の監督より推薦のあった者。ただし被推薦者は１大学当たりで２階級以内とする。なお被推薦者数は、１階

級当たり正副各１名の２階級で最大４名を上限とする 

７ エントリー 

選手のエントリ－については、前号のエントリ－資格を有する者に限るものとし、その詳細を以下のとおりとする 

（１） エントリ－は、各大学で１階級につき正選手１名、副選手１名の計２名までできる

（２） 各大学１階級につき１名が出場でき、全１０階級のうち８名までが出場できる。なお、オリンピック階級以外の階級

（61㎏・70㎏・79㎏・92㎏）への出場は2階級を超えないこととする。

（３） エントリ－した選手が出場できる階級は、エントリ－した階級のみとする。なお、125 kg 級へ出場する場合は、そ

の体重が92kg を超えていなければならない

（４） 外国人留学生選手については、１大会につき各大学エントリ－できる人数は２名以内とし、そのうち試合に出場でき

る人数は１名以内とする

８ 審 判 （公財）日本レスリング協会公認審判員及び協会が指定した者。

９ 表  彰  

（１）1位の大学に内閣総理大臣賞状及び内閣総理大臣杯を授与する。 
（２）2位 ～ 3位の大学に賞状及び盾を授与する。また、4位～8位の大学に賞状を授与する。 
（３）各クラス1位 ～ 3位の者に賞状及びメダルを授与する。 
（４）各クラス5位 ～ 8位の者に賞状を授与する。 
（５）最優秀選手に文部科学大臣賞状を授与する。

10 参加申込方法  
（１）以下のURLから申し込みを行うこと 

https://forms.gle/BaUeGygMxLfpz2wg6 
エントリー締切 令和4年10月27日（木）23：59

11 参加料

（１）1階級につき４，０００円とする。 
（２）参加料振込先
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（３）振込期限：令和4年10月28日（金） 
（４）振込の際は、必ず「大学名・責任者名」を記載（入力）してください。 
（５）理由の如何を問わず納入された参加料は返納しません。 

 

12 組合せ抽選会  
（１）11月18日（金）監督会議終了後に大学代表者により全階級の抽選を行います 

 ※大学代表者については、エントリー時に登録した部長・監督・コーチ(２名まで)とする。 

                    

13 参加上の注意事項（厳守） 

（１）参加選手は、計量時に「学生証」及び(公財)日本レスリング協会登録会員証を必ず持参すること。 

  ※その他身分を証明するものを必ず持参・提示できるようにしておくこと。 

（２）参加選手は、必ず青と赤のシングレットを使用すること。 

   ※JAPAN･NIPPON･日の丸等の付いたシングレットは、使用できない 

（３）参加選手は、健康保険証を持参すること。なお、主催者は応急手当を行うが、以後の責任は負わないものとする。ま

た、各大学にてスポーツ安全協会等の保険に加入すること。 

（４）大会期間中に撮影された写真は、報告書、広報誌、ホームページ等に掲載されることがある。 

（５）申込書の内容に不正の事実があった場合は、個人並びに団体の順位を取消す。 

 

14 その他  

（１）締切後の変更は一切認めない。また、受領した参加費の返金はしない。 

（２）参加申し込み後に指定した期間内に参加費を納めること。 

（３）表彰式には各大学のユニフォームを着用すること。 

（４）組合せ確定後、日本レスリング協会ホームページに掲載する。 

（５）大会はWeb を利用した映像配信を行う。（サイトはレスリング協会HP に掲載予定）無料配信のため、不具合等

の苦情は一切受け付けない。また、日本レスリング協会や会場（体育館）への問い合わせはしないこと。 

（６）全日本学生レスリング連盟に加盟する大学は、大会期間中の補助員を各主管の指示に従い参加させること。 

（７）新型コロナウイルス感染の感染拡大防止に関し、「新型コロナウイルス感染症感染防止について」を遵守し、ま

た「レスリング体調管理と行動記録表」等を必ず提出すること。また、本大会の参加後に新型コロナウイルス感

染症に罹患した場合において、当連盟は何ら責任を負わないことを予め承諾したものとみなす。 

（８）利用施設は本大会の参加後に新型コロナウイルス感染症に罹患した場合において、何ら責任を負わないことを

予め承諾したものとみなす。 

 

◆重要◆ 

主催者として当大会における主催者責任保険に加入しています。この保険は事故発生に際し、主催者に責任が有る場

合の保険です。当大会にエントリーの際には各大学でスポーツ傷害保険等の加入状況を今一度確認いただき、未加入

であれば必ず加入してください。また、新型コロナウイルス感染症の感染にも対応していません。 

 

 

金 融 名 三井住友銀行 麹町支店（２１８）  

貯金種目 普通預金 
口座番号 ９４６４１６４ 

口座名義 
イッパンシャダンホウジン ゼンニホンガクセイレスリングレンメイ 

一般社団法人全日本学生レスリング連盟  
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★新型コロナウイルス感染防止対策として、以下の対応をお願いします。 

（１）選手、指導者、役員、運営に関わる方 

①健康記録をGoogleフォームへ入力（大会7日前から大会前日まで）→受付へ提示 

②「当日チェックシート（健康記録）」（大会各当日）をGoogleフォームへ入力→受付へ提示 

※体温が37.5度を超える場合は、入館できません 

③入館者は、参加証明カードを必ず携行してください 

・名刺サイズの証明カードを配布。吊り下げ式の、ネームフォルダを各自で持参してください。 

（２）大学新聞社、保護者、ＯＢ／ＯＧ、視察（※協会ホームページで確認して下さい） 

①健康記録をGoogleフォームへ入力（大会7日前から入館日前まで）→受付へ提示 

②「当日チェックシート（健康記録）」（大会各当日）をGoogleフォームへ入力→受付へ提示 

    ※体温が37.5度を超える場合は、入館できません。 

③入館者は、参加証明カードを必ず携行してください 

・名刺サイズの証明カードを配布。吊り下げ式の、ネームフォルダを各自で持参してください。 

  ④館内は座席指定を行い、選手席への移動や選手席での観戦・応援は禁止致します。違反者は、退館をお願いする場合 

があります。 

 

以 上  
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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
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ご挨拶 

公益財団法人日本レスリング協会 

会長 富山 英明 

第 48回内閣総理大臣杯・令和 4年度全日本大学レスリング選手権大会がここ大阪府・堺

市にて開催されますことを心からお慶び申し上げます。 

さて、コロナ禍により昨年度、一昨年度と予定されていた大会の多くが中止を余儀なくさ

れてきました。試合出場の機会がないことで、アスリートは心身のコンディション維持がた

いへん難しくなります。練習環境さえも制限されるなど大きな困難に遭いました。目標を失

い、失意の時間を過ごした選手もいることでしょう。 

それでも各大学の選手、指導者は試行錯誤、創意工夫をしながらレスリングに対して真摯

に向き合ってきました。その努力は、レスリングのみならず人としての一層の進歩に繋がっ

ていくものと確信しています 

まだ気が抜けない状況ではありますが、今年度は各大会が予定どおり開催されているこ

とに感慨深いものがあります。 

国際大会への派遣も行われるようになり、先日、スペインで開催された U23世界選手権

のフリースタイルでは 86kg 級の白井達也（日体大）が金メダル、65 ㎏級の安楽龍馬

（nobitel・早大卒）と 70kg級の髙橋海大（日体大）が銅メダルを獲得しました。特に、白

井選手は、あらゆる世代を通じた世界選手権で、日本最重量級の世界一となりました。 

このような同年代の活躍を励みに、試合に出られる喜びを噛みしめ、培ってきた力を遺憾

なく示し、思いの丈をぶつける大会になることを願っております。 

 最後になりましたが、大会開催にあたり多大なご尽力を賜りました堺市金岡公園体育館

の関係者の方々、後援をいただきましたスポーツ庁様に感謝申し上げまげ、成功裏に終わる

ことを祈念しております。 
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ごあいさつ 

一般社団法人全日本学生レスリング連盟 

会長 福 田 耕 治 

第 48回内閣総理大臣杯・令和 4 年度全日本大学レスリング選手権大会の開催にあたり、

主管連盟の会長として一言ごあいさつ申し上げます。 

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、スポーツ界はその影響を受け本来の活動ができず、

探り探りの状況と言っても過言ではありません。学生レスリング界も同様、コロナ禍におい

てどのように活動していけばという命題に日々取り組んでいます。そうした中で連盟は大

会を中止することなくWithコロナで行こうと舵を進めて参りました。 

コロナも終息せず、患者数も激減に至らず、暗中模索の下で日本レスリング協会主催内閣

総理大臣杯大学選手権が開催できることは、協会、大学連の役員の皆様のご支援のおかげで

あることは言うまでもありません。心より感謝申し上げます。 

学生諸君は各大学での日々の練習成果を存分に発揮できる場所を与えていただいた喜び 

をマットの上で力強く表現してください。一人一人が大学の代表である自覚を忘れず、自分

に納得できる悔いのない試合の展開を期待します。そして今後に続く天皇杯、パリオリンピ

ックへとつなげてください。 

最後になりましたが本大会が滞りなく終了することを祈念するとともに、重ねて大会に

ご支援、ご協力をいただきました堺市、協会、大学の関係者の皆様に衷心より感謝申し上げ、

ごあいさつとさせていただきます。 
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歓迎のことば 

西日本学生レスリング連盟 

委員長 成田 海夢（近畿大学） 

第 48回内閣総理大臣杯令和４年度全日本大学レスリング選手権大会開催にあたり、ご挨

拶を申し上げます。 

昨年度まで新型コロナウイルスの影響により多くの試合ができない日々が続きました。

今年度に入り予定されている大会が順調に開催されていることに私たち選手は大変うれし

く思います。 

今大会では各大学が階級別に選手を選出して争い、８位までの個人入賞者の得点により

大学の優勝も競う大会です。このような形態のため、リーグ戦に似た緊張感や各大学の熱

気を感じられるのも本大会の魅力でもあります。 

私たち西日本学生連盟は、選手の皆さまが試合に集中出来るようにご協力を得ながら精

一杯運営に携わっていく決意です。選手皆さまの健闘を期待しております。 

最後となりましたが、今大会の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、諸先生方ならびに金岡公園体育館の皆さまには学生を代表いたしまして心から感謝を

申し上げます。 
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 大会役員 

 

 大会会長    富山 英明（公益財団法人日本レスリング協会会長） 

 大会副会長   藤沢 信雄（公益財団法人日本レスリング協会副会長兼専務理事） 

馳   浩（公益財団法人日本レスリング協会副会長） 

         谷岡 郁子（公益財団法人日本レスリング協会副会長）         

 顧  問  公益財団法人日本レスリング協会理事 

入不二基義（青山学院大学）  柳川 美麿（育英大学）  鈴木 雄太（大阪公立大学） 

壁谷 一広（大阪体育大学）  関口 博正（神奈川大学）  榎本 庸男（関西学院大学） 

内山 弘章（関西大学）  貝掛 祥広（九州共立大学）  萩原 理実（近畿大学） 

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） 

後藤 英之（至学館大学）  小林 啓佑（周南公立大学）  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） 

山田 秀敏（中京学院大学）  飛世 昭裕（帝塚山大学）  日野 貴男（天理大学） 

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） 

川満 直樹（同志社大学）  伊鹿倉正司（東北学院大学）  太子堂正称（東洋大学） 

松本 慎吾（日本体育大学）  永田 克彦（日本ウェルネススポーツ大学）  富山 英明（日 本 大 学） 

池畑 義人（日本文理大学）  藤井 雅人（福 岡 大 学）  小林麻衣子（防衛大学校） 

越智 英輔（法 政 大 学）  西村 盛正（南九州大学）  千葉 貴律（明 治 大 学） 

櫻井 雄大（桃山学院大学）  下田正二郎（山梨学院大学）  結城 俊哉（立 教 大 学） 

野方  誠（立命館大学）  平山  廉（早稲田大学）  黒崎 辰馬（神戸医療未来大学） 

大会委員長   福田 耕治（一般社団法人全日本学生レスリング連盟会長） 

大会副委員長  多賀 恒雄（一般社団法人全日本学生レスリング連盟専務理事） 

吉武 行寛（一般社団法人全日本学生レスリング連盟副会長／西日本学生レスリング連盟会長） 

朝倉 利夫（一般社団法人全日本学生レスリング連盟副会長／東日本学生レスリング連盟会長） 

福川  敦（一般社団法人全日本学生レスリング連盟常務理事／西日本学生レスリング連盟理事長） 

吉本  収（一般社団法人全日本学生レスリング連盟常務理事／東日本学生レスリング連盟理事長） 

 

大会役員    東・西学生レスリング連盟理事 
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一般社団法人全日本学生レスリング連盟役員・代表委員 

 

会 長  福田 耕治（同志社大学） 

副会長  朝倉 利夫（国士舘大学）  吉武 行寛（福 岡 大 学） 

専務理事 多賀 恒雄（明 治 大 学） 

常務理事 吉本  収（神奈川大学）  福川  敦（立命館大学）  曾根田昌弘（中 央 大 学） 

平野 博一（東 海 大 学）  宮原 隆治（慶應義塾大学）  比与森正志（関 西 大 学） 

藤山 慎平（九州共立大学）  小池 邦徳（天 理 大 学）  馬渕 賢司（中京学院大学） 

総務部長 市橋 敏之（東 洋 大 学） 

財務部長 飯山 禮文（東京農業大学） 

競技部長 馬渕 賢司（中京学院大学） 

監 事  曾根田明弘（立 教 大 学）  萩原 理実（近 畿 大 学）  後藤 秀樹（日本文理大学） 

法人化担当 宮下 久雄（東京農業大学） 

 

代表委員 長谷川恒平（青山学院大学）  柳川 美麿（育 英 大 学）  寺田 晃弘（大阪公立大学） 

     姫路 文博（大阪体育大学）  吉本  収（神奈川大学）  波多野鉄兵（関西学院大学） 

     比与森正志（関 西 大 学）  藤山 慎平（九州共立大学）  萩原 理実（近 畿 大 学） 

  宮原 隆治（慶應義塾大学）  黒崎 辰馬（神戸医療未来大学）  荒川 裕志（国際武道大学） 

朝倉 利夫（国士舘大学）  栄  希和（至学館大学）  木村 元彦（専 修 大 学） 

藤沢 信雄（大東文化大学）  高谷 惣亮（拓 殖 大 学）  曾根田昌弘（中 央 大 学） 

馬渕 賢司（中京学院大学）  石山 直樹（帝塚山大学）  小池 邦徳（天 理 大 学） 

平野 博一（東 海 大 学）  倉重 雅彦（東 京 大 学）  飯山 禮文（東京農業大学） 

福田 耕治（同志社大学）  後藤 大地（東北学院大学）  市橋 敏之（東 洋 大 学） 

守田 泰弘（周南公立大学）  松本 慎吾（日本体育大学）  野口 篤史（日本ウェルネススポーツ大学） 

齊藤 将士（日 本 大 学）  後藤 秀樹（日本文理大学）  長島 和幸（福 岡 大 学） 

坂本 憲蔵（防衛大学校）  阿佐 雄二（法 政 大 学）  竹田 展大（南九州大学） 

森  陽保（明 治 大 学）  櫻井 雄大（桃山学院大学）  小幡 邦彦（山梨学院大学） 

  曾根田明弘（立 教 大 学）  伊藤  敦（立命館大学）  平山  廉（早稲田大学） 
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競技役員 

 

 競技委員長   馬渕 賢司（一般社団法人全日本学生レスリング連盟競技部長／西日本学生レスリング連盟副理事長） 

競技副委員長  後藤 秀樹（西日本学生レスリング連盟競技委員長） 

        伊藤  敦（西日本学生レスリング連盟競技副委員長） 

 総務委員長   萩原 理実（一般社団法人全日本学生レスリング連盟監事／西日本学生レスリング連盟副理事長） 

総務副委員長  漆原 功二（西日本学生レスリング連盟総務副委員長） 

運営委員長   比与森正志（一般社団法人全日本学生レスリング連盟常務理事／西日本学生レスリング連盟財務委員長） 

記録委員長   真田 栄作 

進行委員長   兼井 雅典 

進行副委員長  田中 秀和 

 審判委員長   斎藤  修（公益財団法人日本レスリング協会審判長） 

 審判委員    日本レスリング協会公認審判員 

         沖山 功    猿田 充   小池 邦徳   本田原 明   増田 荘史 

         土居 克也   原 喜彦   田中 秀人   長井 保幸   針谷 豊 

         斎川 哲克   藪 中     越智  雅史    山縣 健二   織田 康博 

         有延 伸一   横山 真吾  井田 敏徳   角田 貴志   森田 幸雄 

         山本 悟     野田 委    保坂 和弥   小田 貴久   寺尾 唯 

         古里 愛里   正田 絢子  

 式典委員長   石山 直樹（西日本学生レスリング連盟副理事長） 

 会場委員長   藤山 慎平（一般社団法人全日本学生レスリング連盟常務理事／西日本学生レスリング連盟常任理事） 

 ドクター        中嶋耕平  今井一博 

トレーナー      有吉晃平  梶原健一  藤田昌宏、大阪体育大学アスレティックトレーナーチーム 



16



17



青山学院大学 監督　　長谷川 恒平
階級 正選手 副選手

57㎏級 菅沼 碧久
61㎏級 高塚 晴成
65㎏級 掛川 泰史
70㎏級
74㎏級 稲葉 洋人
79㎏級 豊田 哲平
86㎏級 佐藤 聖希
92㎏級
97㎏級 西川 大智
125㎏級

育英大学 監督　松本 隆太郎　
階級 正選手 副選手

57㎏級 髙杉 大輝
61㎏級
65㎏級 柳生 達哉 三谷 剛大
70㎏級 神原 諒 本名 帝心
74㎏級 鹿糠 鉄斗 本名 一晟
79㎏級
86㎏級 鈴木 爽元 吉澤 英
92㎏級 大原 和也
97㎏級 佐々木 優太
125㎏級

大阪体育大学 監督　　姫路 文博
階級 正選手 副選手

57㎏級 真貴 竜馬
61㎏級 大石 佳生 村山 尚吾
65㎏級
70㎏級 今中 賀也
74㎏級
79㎏級
86㎏級 上田 蒼空
92㎏級
97㎏級
125㎏級
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神奈川大学 監督　　吉本 収
階級 正選手 副選手

57㎏級 山口 叶汰 丸山 愛斗
61㎏級 鳥目 裕太 日比野 晴斗
65㎏級 髙田 起虎 鈴木 雷人
70㎏級 関下 光輝 山本 晃聖
74㎏級 小林 大輝 佐々木 葵伊
79㎏級
86㎏級 市川 アンディ 八木澤 侃永
92㎏級
97㎏級 成塚 騎士 島田 京介
125㎏級

関西大学 監督　　比与森 正志
階級 正選手 副選手

57㎏級 野坂 優太
61㎏級 浜本 歩
65㎏級 岸田 宝來
70㎏級 小林 風斗
74㎏級 喜多 涼真
79㎏級
86㎏級 稲本 喬弘
92㎏級
97㎏級
125㎏級

関西学院大学 監督　波多野 鉄兵　
階級 正選手 副選手

57㎏級 内田 哲平
61㎏級 今村 兼彰
65㎏級
70㎏級
74㎏級
79㎏級
86㎏級 檀上 翔
92㎏級 森田 祥平
97㎏級
125㎏級
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取り扱い店：百貨店、家具店および西川チェーン専門店
商品のお問合せは、お客様相談室 Tel.03-3664-3964までお願いします。

西川エアー 検索
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九州共立大学 監督　　藤山 慎平
階級 正選手 副選手

57㎏級 荒木 瑞生 秋山 丈翔
61㎏級 西 真生
65㎏級 髙橋 斗真 水島 稜介
70㎏級
74㎏級 古川 貴也 仲松 天希
79㎏級
86㎏級 小河 健司
92㎏級 小尾 優弥
97㎏級 奥田 歩希 村上 智紀
125㎏級 吉里 颯太 久保 裕次郎

近畿大学 監督　　長尾 明来士
階級 正選手 副選手

57㎏級 高橋 瑠希弥 満永 大翔
61㎏級 早山 光
65㎏級 小林 雄泰 吉永 光輝
70㎏級 畔上 浩輝 宇藤 憲峰
74㎏級 増谷 暸 中原 朱里人
79㎏級
86㎏級 安田 彪摩
92㎏級
97㎏級 千葉 大輝 アブデルマレックラッファエッロ
125㎏級 河村 政栄

慶應義塾大学 監督　　宮原隆治　
階級 正選手 副選手

57㎏級
61㎏級 松井 滉季
65㎏級 匝瑳 瞬
70㎏級 平岡 大宙
74㎏級
79㎏級
86㎏級
92㎏級
97㎏級
125㎏級
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国士舘大学 監督　　和田 貴広
階級 正選手 副選手

57㎏級 澤谷 孟 加藤 敦史
61㎏級
65㎏級 諏訪間 新之亮 藤澤 汰陽
70㎏級 内山 椋太 藤田 光星
74㎏級 大関 寛穂 保坂 典樹
79㎏級
86㎏級 奥井 真吉 城所 拓馬
92㎏級 目黒 優太 大泉 宗太郎
97㎏級 加藤 大翔 持永 空弥
125㎏級 吉村 海里 西村 麻凜

周南公立大学 監督　　守田 泰弘
階級 正選手 副選手

57㎏級 宮原 健史郎 楠 虎之介
61㎏級 清水目 光生 北村 一気
65㎏級 小石原 央義 森村 晴豊
70㎏級 永松 麗 西村 将希
74㎏級 森東 大樹 竹内 遼斗
79㎏級
86㎏級 青山 夢斗 平野 棋薪
92㎏級
97㎏級 山口 拓真
125㎏級 西 大悟

専修大学 監督　　木村元彦
階級 正選手 副選手

57㎏級 向田 旭登 伊藤 翔哉
61㎏級
65㎏級 徳力 貫太 井勢 珠維
70㎏級 西田 衛人 伊藤 由信
74㎏級 高原 崇陽 藤山 海斗
79㎏級 太田 晃暉 今野 駿輔
86㎏級 内田 貴斗 尾沼 翔太
92㎏級
97㎏級 佐藤 大斗 出田 匠
125㎏級 永野 颯大 川原 大夢

27



28



29



大東文化大学 監督　　藤沢 信雄
階級 正選手 副選手

57㎏級 松本 陸
61㎏級 時田 一生 砂田 隼兵
65㎏級 東川 翼 大矢 仁太
70㎏級 南 航志 大津 拓馬
74㎏級 貫井 賢人
79㎏級
86㎏級 村上 楓芽 重松 大翔
92㎏級
97㎏級 佐々木 偉琉
125㎏級

拓殖大学 監督　　高谷 惣亮
階級 正選手 副選手

57㎏級 山根 典哲
61㎏級 塩谷 優
65㎏級 森川 海舟
70㎏級 谷口 智紀 有馬 鉄太
74㎏級 田中 勝大
79㎏級
86㎏級 水口 竣介
92㎏級
97㎏級 三浦 哲史
125㎏級 奥村 総太

中央大学 監督　　山本 美仁
階級 正選手 副選手

57㎏級 芹沢 雄生 小澤 楽翔
61㎏級 佐藤 大夢 小川 潤大
65㎏級 土井 璃音 草間 正汰
70㎏級 岩切 徳丸 山路 太心
74㎏級 小田桐 和真 林 拳進
79㎏級
86㎏級 阿部 光 村島 克哉
92㎏級
97㎏級 中里 優斗 濱田 豊喜
125㎏級 出頭 海 笹岡 龍馬
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中京学院大学 監督　　馬渕 賢司
階級 正選手 副選手

57㎏級 山下 修誠
61㎏級 宮崎 隼年 中井晴斗
65㎏級 武元 良樹
70㎏級 松川 匠汰
74㎏級 早川 瑞起
79㎏級
86㎏級 濱田 浩暉
92㎏級
97㎏級 長友 大生
125㎏級 佐々岡 誇仁

帝塚山大学 監督　　石山 直樹
階級 正選手 副選手

57㎏級 沼田 将吾 安達 侑生
61㎏級
65㎏級 中本 公平 乾 翔馬
70㎏級 川添 寛太
74㎏級 新藤 真豊 松村 慎太朗
79㎏級
86㎏級 矢﨑 元也
92㎏級 吉田 奨健
97㎏級
125㎏級 沖野 雷斗 渡部 克希

天理大学 監督　　小池 邦徳　
階級 正選手 副選手

57㎏級 稲垣 晴貴
61㎏級
65㎏級 新妻 響
70㎏級 占部 颯真
74㎏級 山口 翔生
79㎏級 毛利 太紀
86㎏級 田中 幹人
92㎏級
97㎏級 梶浦 敦規
125㎏級 大石 希
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同志社大学 監督　　福田 耕治
階級 正選手 副選手

57㎏級 志村 宗 大北 凌
61㎏級 小泉 瑛士
65㎏級 森本 理斗
70㎏級 佐長 拓未
74㎏級 奥村 陽
79㎏級
86㎏級 飯沼 啓将 山本 耕平
92㎏級
97㎏級 内田 柊二
125㎏級

東洋大学 監督　　若松 正
階級 正選手 副選手

57㎏級 川西 巧晟 盛 大希
61㎏級 深水 小鉄 伊藤 凜太朗
65㎏級 伊藤 隼 尾形 光駿
70㎏級 小川 統己 若野 秀彪
74㎏級 葛岡 海斗 森崎 悠太郎
79㎏級
86㎏級 合田 悠悟 深谷 海斗
92㎏級
97㎏級 竹田 廉
125㎏級 内藤 絢太

日本体育大学 監督　　松本 慎吾
階級 正選手 副選手

57㎏級 弓矢 健人 弓矢 暖人
61㎏級 田南部 魁星 山﨑 万里
65㎏級 清岡 幸大郎 堤 泰樹
70㎏級
74㎏級 高田 煕 大野 恵太郎
79㎏級 小柴 伊織 山田 脩
86㎏級 髙橋 夢大 神原 弘渡
92㎏級
97㎏級 白井 達也 林 秀悟
125㎏級 伊藤 飛未来 宮本 海渡
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日本文理大学 監督　　後藤 秀樹
階級 正選手 副選手

57㎏級 二宮 健斗 林 真央
61㎏級 廣石 春樹 高山 天斗
65㎏級 西村 龍二
70㎏級 吉永 恵二郎 山口 大翔
74㎏級 橋本 彪雅
79㎏級
86㎏級 掛水 力 今富 友貴
92㎏級
97㎏級
125㎏級 中塚 健太

日本大学 監督　　鈴木 光
階級 正選手 副選手

57㎏級 佐々木 風雅  島谷 真和
61㎏級
65㎏級 大橋 寛介 宮川 航輔
70㎏級 渡辺 慶ニ 長谷川 丈一郎
74㎏級 硎屋 亮太郎 今村 大地
79㎏級 栃倉 健人 奥田 柊王
86㎏級 藤田 豪 赤井 虎太郎
92㎏級
97㎏級 吉田 アラシ 三井 正信
125㎏級 藤田 龍星 ラッサボン ソークサイ

福岡大学 監督　　伊藤 奨
階級 正選手 副選手

57㎏級 春田 寛斗
61㎏級
65㎏級 片田 皓之 松本 彰仁
70㎏級 吉田 海耶
74㎏級 岩野 駿
79㎏級 清水 聖矢
86㎏級
92㎏級
97㎏級
125㎏級
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レモンの刺激が、いつものあなたを取り戻す。
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法政大学 監督　　阿佐 雄二
階級 正選手 副選手

57㎏級 請川 胡大良
61㎏級
65㎏級 仁木 勇斗
70㎏級 穴田 禅侍 田中 典太
74㎏級 寺地 智睦
79㎏級 三木 翔永
86㎏級 石橋 将
92㎏級
97㎏級
125㎏級 品田 陽平

明治大学 監督　　森 陽保
階級 正選手 副選手

57㎏級 塚田 京 葛城 壱星
61㎏級
65㎏級 太田 匠海 加賀田 柊生
70㎏級
74㎏級 山﨑 然生 田村 拓斗
79㎏級 清水 大輔
86㎏級 岩井 知史 杉山 裕紀
92㎏級 坂井 孝太朗
97㎏級 槇井 大伍朗 伊藤 慧亮
125㎏級 大浦 響

桃山学院大学 監督　　東 裕
階級 正選手 副選手

57㎏級 堤 啓伍
61㎏級 方杭 龍海
65㎏級
70㎏級
74㎏級 磯田 凌
79㎏級 矢木 柊二
86㎏級
92㎏級
97㎏級 森田 章義
125㎏級
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山梨学院大学 監督　　小幡 邦彦
階級 正選手 副選手

57㎏級 小野 正之助 塚岡 達也
61㎏級 榊 流斗 森田 魁斗
65㎏級 荻野 海志 冨山 悠真
70㎏級 青柳 善の輔 鈴木 大樹
74㎏級 佐藤 匡記 森川 陽斗
79㎏級
86㎏級 五十嵐 文彌 小林 史弥
92㎏級
97㎏級 谷崎 大造 澤田 雄斗
125㎏級 ソヴィット アビレイ 山田 康瑛

立教大学 監督　　尾形 博
階級 正選手 副選手

57㎏級 坂本 大悟
61㎏級
65㎏級 大塚 誌郎
70㎏級 神山 隼多
74㎏級 河村 歩 稗田 龍
79㎏級 加藤 光貴
86㎏級
92㎏級
97㎏級
125㎏級

立命館大学 監督　　伊藤 敦
階級 正選手 副選手

57㎏級 須藤 純哉
61㎏級 速水 雷亞 後 翔斗
65㎏級 太田 陸斗 前谷 颯士
70㎏級
74㎏級 房本 拓 西島 太智
79㎏級 近藤 大幹 松山 亮斗
86㎏級 寺地 怜央
92㎏級
97㎏級
125㎏級 水野 陽亮
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早稲田大学 監督　　岡田 英雅
階級 正選手 副選手

57㎏級 山口 太一 尾西 大河
61㎏級 藤田 颯
65㎏級 島谷 侃
70㎏級
74㎏級 深田 雄智 山路 健心
79㎏級 山倉 孝介
86㎏級 玉岡 颯斗
92㎏級
97㎏級 山崎 祥平
125㎏級 北脇 香
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優勝校及び優勝者一覧

年　度 場　所 優勝校 ２位 ３位
第1回(昭和50年)  早稲田記念会堂 日本体育大学 国 士 舘 大 学 明 治 大 学
第2回(昭和51年)  桃山学院大学体育館 国 士 舘 大 学 専 修 大 学 明 治 大 学
第3回(昭和52年)  東京体育館 日本体育大学 日 本 大 学 国 士 舘 大 学
第4回(昭和53年)  王子体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 日 本 大 学
第5回(昭和54年)  東京体育館 日本体育大学 日 本 大 学 国 士 舘 大 学
第6回(昭和55年)  甲賀町民体育館 日本体育大学 日 本 大 学 国 士 舘 大 学
第7回(昭和56年)  東京体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 東 洋 大 学
第8回(昭和57年)  大阪府立体育館 日本体育大学 日 本 大 学 専 修 大 学
第9回(昭和58年)  河合町立体育館 国 士 舘 大 学 日本体育大学 日 本 大 学
第10回(昭和59年)  駒沢体育館 日 本 大 学 日本体育大学 国 士 舘 大 学
第11回(昭和60年)  高根町体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 日 本 大 学
第12回(昭和61年)  駒沢体育館 日本体育大学 日 本 大 学 国 士 舘 大 学
第13回(昭和62年)  大阪府立体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 日 本 大 学
第14回(昭和63年)  駒沢体育館 日本体育大学 専 修 大 学 日 本 大 学
第15回(平成元年)  兵庫県立総合体育館 日本体育大学 専 修 大 学 日 本 大 学
第16回(平成2年)  志賀町総合体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 日 本 大 学
第17回(平成3年)  山形商業高校体育館 国 士 舘 大 学 日本体育大学 日 本 大 学
第18回(平成4年)  東京都立夢の島体育館 日本体育大学 国 士 舘 大 学 日 本 大 学
第19回(平成5年)  常滑市体育館 日本体育大学 山梨学院大学 国 士 舘 大 学
第20回(平成6年)  田島中学校体育館 日本体育大学 日 本 大 学 国 士 舘 大 学
第21回(平成7年)  金岡公園体育館 国 士 舘 大 学 日 本 大 学 日本体育大学
第22回(平成8年)  吹田市立北千里体育館 日 本 大 学 日本体育大学 国 士 舘 大 学
第23回(平成9年)  逗子ｱﾘｰﾅ 日 本 大 学 日本体育大学 国 士 舘 大 学
第24回(平成10年)  足利市民体育館 日 本 大 学 日本体育大学 山梨学院大学
第25回(平成11年)  YKK体育館 山梨学院大学 日 本 大 学 日本体育大学
第26回(平成12年)  夢メッセみやぎ 国 士 舘 大 学 山梨学院大学 日本体育大学
第27回(平成13年)  宿毛高校体育館 日本体育大学 山梨学院大学 拓 殖 大 学
第28回(平成14年)  東伊豆勤労者体育ｾﾝﾀｰ 山梨学院大学 日本体育大学 日 本 大 学
第29回(平成15年)  鳴尾浜体育館 日本体育大学 日 本 大 学 拓 殖 大 学
第30回(平成16年)  駒沢体育館 日 本 大 学 拓 殖 大 学 日本体育大学
第31回(平成17年)  猪名川町文化体育館 日 本 大 学 日本体育大学 拓 殖 大 学
第32回(平成18年)  駒沢体育館 拓 殖 大 学 日 本 大 学 専 修 大 学
第33回(平成19年)  中津川市東美濃ふれあいｾﾝﾀｰ 拓 殖 大 学 日本体育大学 山梨学院大学
第34回(平成20年)  新潟市白根カルチャーセンター 日本体育大学 拓 殖 大 学 山梨学院大学
第35回(平成21年)  堺市金岡公園体育館 拓 殖 大 学 専 修 大 学 山梨学院大学
第36回(平成22年)  駒沢体育館 拓 殖 大 学 早 稲 田 大 学 日 本 大 学
第37回(平成23年)  中津川市東美濃ふれあいｾﾝﾀｰー 拓 殖 大 学 早 稲 田 大 学 日本体育大学
第38回(平成24年)  文京スポーツセンター 山梨学院大学 日 本 大 学 早 稲 田 大 学
第39回(平成25年)  堺市金岡公園体育館 早 稲 田 大 学 山梨学院大学 日本体育大学
第40回(平成26年)  駒沢体育館 日 本 大 学 山梨学院大学 拓 殖 大 学
第41回(平成27年)  堺市金岡公園体育館 山梨学院大学 日本体育大学 日 本 大 学
第42回(平成28年)  宇和島市総合体育館 山梨学院大学 拓 殖 大 学 専 修 大 学
第43回(平成29年)  おおい町総合運動公園体育館 拓 殖 大 学 山梨学院大学 日 本 大 学
第44回(平成30年) 大阪・東和薬品RACTABドーム 日本体育大学 拓 殖 大 学 山梨学院大学
第45回(令和元年) 日置市吹上浜公園体育館 山梨学院大学 早 稲 田 大 学 日本体育大学
第46回(令和2年) 大阪・東和薬品RACTABドーム 日本体育大学 拓 殖 大 学 山梨学院大学
第47回(令和3年) 栃木・足利市民体育館 日本体育大学 日 本 大 学 拓 殖 大 学

団体の部
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回 順位 48㎏ 52㎏ 57㎏ 62㎏ 68㎏ 74㎏ 82㎏ 90㎏ +90㎏
朝　倉 高　田 山　路 上　田 小　泉 小　柳 高　西 清　水 平　田

(国士大) (日体大) (国士大) (日体大) (国士大) (明　大) (国士大) (大東大) (国士大)
清　水 船　津 長　内 我如古 平　沼 椎　野 博　内 吉　田 松　永

(日体大) (東洋大) (日体大) (日　大) (中　大) (日体大) (日体大) (専　大) (日体大)
久　慈 田　原 金　子 山　崎 川　島 弓　指 井　坂 太　田 石　井

(専　大) (拓　大) (明　大) (国士大) (明　大) (専　大) (法　大) (早　大) (東洋大)
朝　倉 清　水 山　路 多　賀 平　沼 小　柳 長谷川 藤　森 松　永

(国士大) (日体大) (国士大) (明　大) (中　大) (明　大) (明　大) (日体大) (日体大)
神　谷 藤　谷 佐　藤 堀　井 高　橋 鈴　木 清　水 世　古 吉　田

(大東大) (専　大) (専　大) (国士大) (専　大) (法　大) (専　大) (国士大) (専　大)
福　井 丸　山 田部井 佐　藤 中　村 谷 太　田 佐　藤 大　湊

(専　大) (国士大) (明　大) (専　大) (国士大) (東洋大) (早　大) (明　大) (中　大)
朝　倉 清　水 富　山 多　賀 南 川　田 太　田 藤　森 谷　津

(国士大) (日体大) (日　大) (明　大) (日体大) (日　大) (早　大) (日体大) (日　大)
佐々木 碇 田部井 海老沢 高　橋 井　戸 鈴　木 浅　野 松　永

(日体大) (国士大) (明　大) (日体大) (専　大) (近　大) (日　大) (早　大) (日体大)
長　岡 藤　谷 高　橋 佐　藤 高　橋 谷 清　水 世　古 島　村

(東海大) (専　大) (東洋大) (拓　大) (大東大) (日体大) (専　大) (国士大) (大東大)
佐々木 清　水 富　山 藤　田 南 山　田 太　田 平　山 谷　津

(日体大) (日体大) (日　大) (中　大) (日体大) (日　大) (早　大) (日体大) (日　大)
菅　野 田 大　野 伊　藤 高　橋 谷 鈴　木 石　引 大　湊

(国士大) (国士大) (日体大) (専　大) (専　大) (日体大) (日　大) (東洋大) (中　大)
長　岡 丸　山 田部井 筒　井 中　村 田　谷 茅　原 篠　原 小　松

(東海大) (東海大) (明　大) (早　大) (国士大) (東洋大) (専　大) (大東大) (明　大)
佐々木 小　林 富　山 館　岡 海老沢 田　谷 太　田 平　山 山　本

(日体大) (大東大) (日　大) (国士大) (日体大) (東洋大) (早　大) (日体大) (日体大)
石　川 河　村 小　泉 五十嵐 上　村 福　江 保　坂 山　本 宮　内

(日　大) (専　大) (国士大) (日体大) (日　大) (大東大) (国士大) (日　大) (日　大)
清　水 内　田 黒　木 五位塚 小　柳 石　井 茅　原 相　沢 山　本

(東洋大) (徳島大) (福岡大) (大東大) (明　大) (日　大) (専　大) (国士大) (国士大)
石　川 佐　藤 田　中 栄 上　村 岡　嶋 保　坂 茅　原 宮　内

(国士大) (日体大) (日　大) (日体大) (日　大) (日体大) (国士大) (専　大) (日　大)
佐々木 小　林 上　野 五位塚 中　島 野　崎 富　田 相　沢 安　藤

(日体大) (大東大) (日体大) (大東大) (大東大) (日　大) (専　大) (国士大) (日体大)
石　川 亀　田 桜　井 守　田 大　家 西　村 茂　木 西　塚 竹　中

(日　大) (関　大) (東洋大) (徳山大) (日体大) (専　大) (日体大) (明　大) (中　大)
石　川 佐　藤 上　野 五位塚 上　村 樋　口 茂　木 富　田 安　藤

(国士大) (日体大) (日体大) (大東大) (日　大) (日体大) (日体大) (専　大) (日体大)
清　水 谷　川 田　中 栄 川　村 菊　池 石　毛 水　橋 大　川

(東洋大) (中　大) (東洋大) (日体大) (国士大) (大東大) (東洋大) (国士大) (日　大)
橋　本 高　橋 滝　田 成　田 守　田 岸　本 川　村 山　本 武　田

(明　大) (八戸大) (日　大) (専　大) (徳山大) (中　大) (国士大) (日体大) (専　大)
小　林 佐　藤 井　上 五位塚 上　村 樋　口 福　辺 東　出 本　田

(日　大) (日体大) (国士大) (大東大) (日　大) (日体大) (日体大) (日体大) (日　大)
斉　藤 矢　作 佐　藤 桜　井 佐　藤 中　田 湯　川 馳 武　田

(専　大) (日　大) (日体大) (中　大) (早　大) (国士大) (拓　大) (専　大) (専　大)
嶺　井 野　口 滝　田 西　村 高見沢 岸　本 西　村 水　橋 石　森

(国士大) (東洋大) (日　大) (八戸大) (専　大) (中　大) (専　大) (国士大) (大体大)

第
８
回

優勝

2

3

第
５
回

個人の部

第
７
回

優勝

2

3

2

3

第
６
回

優勝

2

3

第
４
回

優勝

2

3

優勝

第
２
回

優勝

2

3

第
３
回

優勝

2

3

第
１
回

優勝

2

3
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回 順位 48㎏ 52㎏ 57㎏ 62㎏ 68㎏ 74㎏ 82㎏ 90㎏ 100㎏ +100㎏
小　林 大　川 井　上 赤　石 高　橋 平　山 安　田 深　沢 本　田 石　森

(日　大) (日体大) (国士大) (日　大) (日体大) (日体大) (日体大) (中　大) (日　大) (大体大)
高　地 上　島 角地山 菅　原 森 有　本 湯　川 水　橋 福　岡 猿　田

(拓　大) (国士大) (日　大) (国士大) (国士大) (国士大) (拓　大) (国士大) (国士大) (国士大)
大　黒 野　口 佐　藤 橋　浦 友　藤 涌　井 明　石 桜　井 鈴　木 武　田

(大東大) (東洋大) (日体大) (日体大) (八戸大) (専　大) (国士大) (東洋大) (専　大) (専　大)
小　林 山　下 角地山 西 赤　石 平　山 明　石 水　橋 本　田 猿　田

(日　大) (日体大) (日　大) (日体大) (日　大) (日体大) (国士大) (国士大) (日　大) (国士大)
高　地 一　色 森　岡 菅　原 原 坂野下 和久井 和　田 松　井 大　川

(拓　大) (専　大) (日体大) (国士大) (日体大) (日　大) (東洋大) (専　大) (東農大) (日　大)
大　橋 上　島 飯　森 渡　部 森 有　本 安　田 伊　藤 屋比久 浅　井

(山学大) (国士大) (東洋大) (日　大) (国士大) (国士大) (日体大) (日体大) (国士大) (日体大)

回 順位 48㎏ 52㎏ 57㎏ 62㎏ 68㎏ 74㎏ 82㎏ 90㎏ 100㎏ 130㎏
大　橋 山　下 角地山 西 赤　石 平　山 明　石 伊　藤 本　田 浅　井

(山学大) (日体大) (日　大) (日体大) (日　大) (日体大) (国士大) (日体大) (日　大) (日体大)
森　永 大　竹 牛　込 菅　原 有　延 森 角　崎 仙北谷 鈴　木 猿　田

(国士大) (拓　大) (東海大) (国士大) (国士大) (国士大) (日体大) (日　大) (専　大) (国士大)
沖　山 金　浜 森　下 林 原 大　脇 涌　井 浅　沼 武　藤 呑　香

(日体大) (日　大) (日体大) (大東大) (日体大) (明　大) (専　大) (国士大) (日体大) (日　大)
大　橋 沖　山 森　下 安　達 赤　石 角　崎 伊　藤 坂野下 武　藤 浅　井

(山学大) (日体大) (日体大) (日体大) (日　大) (日体大) (日体大) (日大) (日体大) (日体大)
喜　多 大　竹 志　賀 近　浦 山　田 有　延 高　木 斉　藤 久米田 出　口

(日体大) (拓　大) (大東大) (日　大) (専　大) (国士大) (専　大) (大東大) (日　大) (国士大)
東　野 鶴　谷 金　浜 榎　田 宮　本 高　橋 田　崎 浅　沼 斉　藤 奈　良

(大東大) (東洋大) (日　大) (東洋大) (国士大) (専　大) (国士大) (国士大) (専　大) (日　大)
小　泉 沖　山 佐々木 戸　崎 安　達 有　延 奈良岡 小　林 浅　沼 奈　良

(同志社) (日体大) (日体大) (日体大) (日体大) (国士大) (日　大) (日体大) (国士大) (日　大)
東　野 坂　巻 今　村 藤　田 木　村 得　本 田　崎 牧　野 間　山 出　口

(大東大) (大東大) (東洋大) (国士大) (早　大) (日体大) (国士大) (国士大) (日体大) (国士大)
水　野 森　永 近　浦 榎　田 宮　本 下玉利 高　木 本　田 中　西 鈴　木

(早　大) (国士大) (日　大) (東洋大) (国士大) (日　大) (専　大) (山学大) (専大) (大東大)
山　下 坂　木 金　浜 奥　山 安　達 下玉利 石　沢 浅　沼 中　西 間　山

(日体大) (専　大) (日　大) (日体大) (日体大) (日　大) (早　大) (国士大) (専　大) (日体大)
宮　脇 水　野 岩　下 藤　田 木　村 野　口 高　木 山　本 園　田 鈴　木

(専　大) (早　大) (日体大) (国士大) (早　大) (大東大) (専　大) (中　大) (日体大) (大東大)
加　藤 小　野 今　村 榎　田 下　沢 嶺　岸 田　崎 秋　山 野々村 小　幡

(東海大) (中　大) (東洋大) (東洋大) (日　大) (日体大) (国士大) (専　大) (山学大) (日　大)
山　下 清　水 佐々木 松　田 吉　本 浦　田 得　本 岡　部 間　山 小　幡

(日体大) (日体大) (日体大) (国士大) (国士大) (日体大) (日体大) (東洋大) (日体大) (日　大)
宮　脇 藤　村 山　下 奥　山 太　田 野　口 石　沢 田　崎 高　橋 鈴　木

(専　大) (日　大) (国士大) (日体大) (日体大) (大東大) (早　大) (国士大) (日　大) (大東大)
加　藤 坂　木 飯　田 松　元 桜　庭 碇 紀 藤　田 野々村 浜　田

(東海大) (専　大) (中　大) (東洋大) (中　大) (国士大) (専　大) (日　大) (山学大) (拓　大)
山　下 清　水 山　下 鈴　木 太　田 荻　田 笹　原 浅　井

(日体大) (日体大) (国士大) (日体大) (日体大) (早　大) (日体大) (日体大)
若　松 山　口 吉　越 中　井 吉　本 大久保 平　原 安　楽 野々村 鈴　木

(東洋大) (中　大) (中　大) (同　大) (国士大) (国士大) (国士大) (同　大) (山学大) (大東大)
高　橋 小　幡

(日　大) (日　大)
平　野 窪　木 佐　藤 渡　口 赤　石 浦　田 石　沢 茂　木 小　玉 高　橋

(山学大) (明　大) (日体大) (国士大) (日　大) (日体大) (早　大) (中　大) (国士大) (東洋大)

なし なし

2

2

第
15
回

優勝

2

3

第
16
回

優勝

3

第
13
回

優勝

2

3

第
14
回

優勝

2

3

第
11
回

優勝

2

3

第
12
回

優勝

2

3

第
９
回

優勝

2

3

第
10
回

優勝

2

3
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回 順位

回 順位

57㎏
若　松 窪　木 小　倉

(東洋大) (明　大) (専　大)

48㎏ 52㎏

(日　大)
佐　伯 佐　藤 入　江

(日　大) (日体大) (国士大)

入　江
(日　大) (東洋大) (国士大)
山　口 藤　村 笹　井

佐　伯 森

(国士大) (日　大)

川　村 森　上 矢　山
(中　大) (国士大) (日体大)

佐　藤 窪　木 石　嶋
(国士大) (明　大) (山学大)

戸井田 勝　目 星
(国士大) (山学大) (日体大)

佐　伯 佐　藤 石　嶋
(日　大) (日体大) (山学大)

戸井田 佐　藤 星
(国士大) (日体大) (日体大)

工　藤 北　林 横　瀬
(山学大) (東洋大) (国士大)

佐　伯 田　村 園　部
(日大) (日　大) (日　大)

中　村 勝　目 渡　部
(日体大) (山学大) (山学大)

本田原 田　村 古　賀
(東洋大) (日　大) (群　大)

戸井田 草　野 横　瀬
(国士大) (山学大) (国士大)

井　上
(東洋大) (日　大) (日　大)

長　尾 南 渡　部
(日体大) (日体大) (山学大)

54㎏ 58㎏

62㎏ 68㎏ 74㎏ 82㎏

(日体大) (日体大) (日　大) (日体大)

長　尾 田南部 鎌　田
(日体大) (日体大) (東農大)

松　橋 豊　田 川　元
(国士大) (拓　大) (国士大)

忌　部 森　田

90㎏ 100㎏ 130㎏
中　石 勝 平　塚 笹　原 藤　田 小　玉 茂　野

(日　大) (国士大) (国士大)
松　野 赤　石 荻　田 小野瀬 浅　井 梅　田 浜　上

(日体大)
平　川 吉　本 横　山 藤　田 岩　淵 小　関 高　橋

(明　大) (日　大) (早　大) (山学大) (日体大) (東海大)

(東洋大)
和　田 小　柴 中　島 横　山 岩　淵 藤　田 浜　上

(大東大) (国士大) (日体大) (国士大) (国士大) (早　大)

(日体大)
市　口 赤　石 片　山 菅　原 ﾙｲｽ･ﾊﾟﾚﾗ 鈴　木 茂　野

(国士大) (日体大) (中　大) (日体大) (国士大) (日　大)

(国士大)
平　川 高　畑 荻　田 小野瀬 吉　田 吉　田 堀　井

(日　大) (日　大) (日体大) (大東大) (日　大) (山学大)

(日大)
和　田 小　柴 片　山 横　山 加　藤 吉　田 中　川

(大東大) (専　大) (早　大) (山学大) (日体大) (国士大)

(日体大)
市　口 高　畑 小野瀬 福　田 菅　原 鈴　木 滝　口

(国士大) (日体大) (日体大) (日体大) (日体大) (日体大)

(国士大)
矢　山 天　谷 中　尾 板　橋 ﾙｲｽ･ﾊﾟﾚﾗ 茂　野 瀬　川

(日　大) (専　大) (山学大) (日　大) (大東大) (東洋大)

(山学大)
谷　山 天　谷 横　山 川　合 花　田 菅　原 瀬　川

(日体大) (早　大) (東洋大) (国士大) (日　大) (国士大)

(山学大)
宮　田 斉　藤 山　方 山　下 ﾙｲｽ･ﾊﾟﾚﾗ 木　内 篠　崎

(日体大) (早　大) (日体大) (日体大) (国士大) (大東大)

(日体大)
飯　塚 星　野 横　山 藤　井 加　藤 平　野 滝　口

(日　大) (日　大) (日体大) (専　大) (日　大) (日　大)

(国士大)
佐　藤 天　谷 柴　田 川　合 ﾙｲｽ･ﾊﾟﾚﾗ 阿賀嶺 吉　田

(山学大) (国士大) (日　大) (東洋大) (日体大) (国士大)

(国士大)
薄　田 伊　東 木　村 島　谷 小　菅 下　川 瀧　沢

(国士大) (早　大) (東農大) (日体大) (日　大) (国士大)

(日　大)
杉　田 星　野 横　山 山　下 花　田 河　崎 大　川

(山学大) (日　大) (専　大) (日　大) (日体大) (日体大)

(拓　大)
谷　山 斉　藤 本　名 高　橋 花　田 篠　崎 瀧　沢

(早　大) (国士大) (国士大) (専　大) (国士大) (日　大)

(日　大)
杉　田 佐　藤 川　鍋 青　崎 中　西 小田川 坂　下

(日体大) (日　大) (日体大) (日　大) (国士大) (日体大)

(専　大)
宮　田 織　山 北　島 今　村 小　菅 早　坂 鈴　木

(早　大) (国士大) (日　大) (国士大) (青学大) (山学大)

(拓　大)

63㎏ 69㎏ 76㎏ 85㎏ 97㎏ 130㎏

(日　大) (日体大) (山学大) (日体大) (日体大) (日　大)

松　本 吉　田
(日体大) (青学大) (日　大) (日　大) (日　大) (日体大) (日体大) (国士大)
長　尾 橋　本 宮　田 伊　東 川　鍋 今　村

熊　田 瀧　沢
(青学大) (日　大) (国士大) (専　大) (桃学大) (山学大) (国士大) (日　大)
佐久間 井　上 佐　藤 竹　内 大　橋 中　村

早　坂 鈴　木
(日　大) (国士大) (日体大) (日体大) (日体大) (日　大) (日　大) (拓　大)
森　田 川　元 栗　尾 本　名 溝　上 高　田

松　本 鈴　木
(日体大) (日　大) (日大) (日　大) (桃学大) (日体大) (日体大) (拓　大)
嶋　村 井　上 太　田 川　鍋 大　橋 今　村

小　平 吉　田
(日　大) (山学大) (福岡大) (福岡大) (南九州) (山学大) (山学大) (国士大)
仮　屋 山　本 葭　田 奥　村 鈴　木 藤　田

早　坂 諏訪間
(山学大) (国士大) (日体大) (日体大) (日　大) (拓　大) (日　大) (中　大)
荒　巻 金　渕 山　県 栗　尾 鈴　木 税　田

第
19
回

優勝

2

3

第
20
回

優勝

2

3

第
17
回

優勝

2

3

第
18
回

優勝

2

3

第
23
回

優勝

2

3

第
24
回

優勝

2

3

第
21
回

優勝

2

3

第
22
回

優勝

2

3
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回 順位

回 順位

3

第
28
回

優勝

2

3

第
29
回

優勝

2

3

第
30
回

優勝

2

3

第
31
回

優勝

2

3

第
25
回

優勝

2

3

第
26
回

優勝

2

3

第
27
回

優勝

2

3

(青学大) (早　大) (山学大) (大東大) (拓　大)

54㎏ 58㎏ 63㎏ 69㎏ 76㎏
佐　藤高　橋 山　本 金　渕 工　藤 小　幡 溝　上 小　平

85㎏

(青学大) (東亜大) (日体大)

(日体大) (日　大)
加　藤 沢　田

(山学大) (山学大) (国士大) (日体大) (山学大)

97㎏ 130㎏

55㎏ 60㎏ 66㎏ 74㎏ 84㎏ 96㎏ 120㎏

(日体大)

谷

(山学大) (日体大)

(山学大) (中　大)
千代延 北　田 栗　尾 飯　塚 菅 鈴　木 高　田 伏　平

(東農大) (日　大) (日　大) (日　大) (拓　大)
早　月 平　井 今　村 筧　田 佐　藤 藤　田 吉　田 宍　戸

(日　大) (拓　大) (東農大) (国士大) (東農大) (山学大) (国士大)

(国士大) (国士大) (山学大) (拓　大) (山学大) (日　大)

(専　大)
高　橋 松　尾 金　渕 筧　田 小　幡 税　田 小　平 矢　野

加　藤 福　田
(国士大) (国士大) (同志社) (青学大) (早　大) (日体大) (大東大) (山学大)
杉　谷 大　館 森　岡 長　島 長　島 浜　中

裾　分 阿　部
(日体大) (拓　大) (日体大) (東農大) (東洋大) (日　大) (南九州) (東洋大)
松　永 平　井 池　松 飯　塚 照　井 菅

藤　田 沢　田
(日体大) (日体大) (日体大) (日体大) (山学大) (日　大) (山学大) (拓　大)
松　永 松　尾 池　松 池　田 小　幡 菅

加　藤 田　中
(福岡大) (東洋大) (山学大) (山学大) (早　大) (立命館) (大東大) (専　大)
森　山 中　橋 井　上 池　田 長　島 仙　波

松　永

山　本

(日　大)

長谷川

(日　大)

志　田 阿　部
(山学大) (国士大) (同志社) (拓　大) (拓　大) (日体大) (専　大) (東洋大)
足　立 谷　口 森　岡 小　路 高　橋 太　田

長　島 長　島 小　幡

嶋　崎 小　林 山　本 志　田 平　田
(山学大) (日体大) (日　大) (山学大) (日体大)

若　山
(専　大) (徳山大)

斎　藤 田　岡 吉　眞 佐　藤 相　沢 福　田 福　田
(立命館) (立命館) (中　大) (山学大) (山学大)

清　水 小　島 佐　藤 高　橋 長　島
(山学大)

松　本 田　中
(日体大) (日体大) (早　大) (拓　大) (早　大) (日　大) (専　大)

馬　場 加　藤 磯　川 相　沢 沢　田
(青学大) (日　大) (群馬大) (日体大) (拓　大)

藤　本
(中　大) (拓　大)

斎　藤 端　地 山　並 中　筋 山　本 曽我部 西　田
(日体大) (日　大) (専　大) (国士大) (日　大)

長谷川 高　塚 佐　藤 加　藤 磯　川
(大東大)

松　本 田　中
(青学大) (日　大) (早　大) (日体大) (拓　大) (日　大) (専　大)

新　堀
(日　大) (専　大) (立命大) (日　大) (立命大) (拓　大) (東洋大)
斎　藤 大　山 鈴　木 中　筋 松　井 前　島

森　山
(拓　大) (拓　大) (日体大) (徳山大) (福岡大) (早　大) (日体大)
湯　元 中　村 小　島 磯　部 安　藤 伊　藤

中　村
(青学大) (山学大) (早　大) (日　大) (拓　大) (日体大) (拓　大)
長谷川 大　澤 佐　藤 ﾏｷｼﾓ･ﾌﾞﾗﾝｺ 磯　川 米　山

新　海
(大東大) (日　大) (日体大) (専　大) (立命大) (日　大) (明　大)
富　田 高　塚 小　島 相　内 松　井 松　本

高　林
(国士大) (立命大) (東洋大) (拓　大) (中学大) (早　大) (日文大)
青　木 藤　永 青　山 桜　井 村　上 伊　藤

北　村
(日体大) (日体大) (日　大) (山学大) (日　大) (国士大) (専　大)
久　安 湯　元 坂　本 中　野 山　縣 曽我部

54



回 順位 55㎏ 60㎏ 66㎏ 74㎏ 84㎏ 96㎏ 120㎏
長谷川 高　塚 佐　藤 桜　井 磯　川 松　本 荒木田

(青学大) (日　大) (早　大) (拓　大) (拓　大) (日　大) (専　大)
湯　元 大　澤 増　田 秋　本 伊　藤 東 浅　見

(拓　大) (山学大) (中学大) (日　大) (早　大) (立命館) (早　大)
稲　葉 利　部 河　合 中　野 矢　野 坂　本 河　野

(専　大) (東農大) (日　大) (山学大) (専　大) (日文大) (青学大)
富　田 沼　尻 青　山 細　越 鶴　巻 茄子野 ﾎﾞﾘｽ・ﾑｼﾞｺﾌ

(大東大) (国士大) (東洋大) (専　大) (国士大) (青学大) (山学大)
稲　葉 大　澤 藤　本 大　月 伊　藤 斉　川 中　村

(専　大) (山学大) (拓　大) (早　大) (拓　大) (日体大) (拓　大)
富　岡 小　田 志土地 米　満 青　木 藤　本 ﾎﾞﾘｽ・ﾑｼﾞｺﾌ

(日体大) (国士大) (日体大) (拓　大) (明　大) (拓　大) (山学大)
藤　元 高　塚 森　川 工　藤 山　懸 亀　井 桜　井

(早　大) (日　大) (山学大) (日　大) (日　大) (日文大) (日体大)
池　田 安　澤 青　山 藤　村 藤　永 下　中 北　村

(山学大) (早　大) (東洋大) (徳山大) (徳山大) (国士大) (専　大)
守　田 前　田 米　満 高　谷 松　本 門　間 ﾎﾞﾘｽ・ﾑｼﾞｺﾌ

(日体大) (日体大) (拓　大) (拓　大) (日体大) (日体大) (山学大)
藤　元 内　村 森　川 奈良部 山　口 藤　本 相　澤

(早　大) (拓　大) (山学大) (山学大) (早　大) (拓　大) (日　大)
正　保 紋　谷 石　田 江　藤 古　家 青　木 荒木田

(群馬大) (日　大) (早　大) (専　大) (立命館) (明　大) (専　大)
須　藤 小　田 志土地 大　月 鈴　木 亀　井 下屋敷

(日　大) (国士大) (日体大) (早　大) (専　大) (日文大) (日体大)
須　藤 小　田 森　川 高　谷 山　口 金　澤 荒木田

(日　大) (国士大) (山学大) (拓　大) (早　大) (山学大) (専　大)
岩　永 内　村 岡　本 江　藤 鈴　木 入　江 相　澤

(群馬大) (拓　大) (拓　大) (専　大) (専　大) (神　大) (日　大)
藤　本 石　田 長　尾 金　子 境 本　田 ﾎﾞﾘｽ・ﾑｼﾞｺﾌ

(早　大) (早　大) (近　大) (神　大) (徳山大) (中　大) (山学大)
中　野 入　江 竹　本 葈　澤 天　野 藤　本 渡　邊

(拓　大) (東洋大) (立命大) (国士大) (中　大) (拓　大) (明　大)
須　藤 鈴　木 岡　本 高　谷 鈴　木 武　富 岡

(日　大) (拓　大) (拓　大) (拓　大) (専　大) (早　大) (拓　大)
長　野 井　上 小石原 北　村 山　口 脇　本 相　澤

(立命大) (日体大) (日体大) (早　大) (早　大) (立命大) (日　大)
梶 入　江 田　中 細　谷 天　野 馬　場 時　信

(山学大) (日　大) (早　大) (日　大) (中　大) (専　大) (日体大)
奥　田 椿 安　藤 山　名 永　田 徳　山 増　田

(日体大) (中　大) (国士大) (日体大) (日　大) (明　大) (山学大)
半　田 池　田 井　上 高　谷 佐々木 馬　場 村　木

(専　大) (日　大) (日体大) (拓　大) (日体大) (専　大) (拓　大)
高　安 鴨　居 田　中 北　村 山　口 有　薗 前　川

(日体大) (山学大) (早　大) (早　大) (早　大) (山学大) (早　大)
桑　木 萩　原 相　澤 葈　澤 細　谷 徳　山 田　中

(中京大) (専　大) (明　大) (国士大) (日　大) (明　大) (大東大)
西　山 鈴　木 長　尾 長谷川 赤　熊 入　江 金　澤

(拓　大) (拓　大) (近畿大) (神　大) (拓　大) (神　大) (山学大)

3

3

第
34
回

優勝

2

3

3

第
35
回

優勝

第
36
回

優勝

2

3

3

第
37
回

3

第
32
回

優勝

2

3

3

2

3

優勝

2

第
33
回

優勝

2

3

3
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回 順位

回 順位

3

2

優勝

55㎏ 60㎏ 66㎏ 74㎏

第
38
回

第
39
回

(青学大)

山　中

第
40
回

第
41
回

第
42
回

第
43
回

84㎏ 96㎏ 120㎏

57㎏ 61㎏ 65㎏ 70㎏ 74㎏ 86㎏ 97㎏

藤　田

優勝

3

2

3

優勝

3

3

2

3

3

高　橋 鴨　居 田　中

(中　大) (中京学) (法　大)

川　畑

2

3

優勝

3

優勝

2

3

3

(拓　大) (近畿大) (山学大)2

優勝

3 池　田 濱　本

(早　大)
杉　本 財　津 倉　野 松　田 松　本 稲　木 大　石

嶋　田 葈　澤 山　本 前　川
(山学大) (山学大) (早　大) (国士大) (国士大) (日　大)

(日体大) (福岡大) (中京学)
矢　後 小　林 小石原 小山内 澤　田 佐々木

鈴　木 大　坂 村　木

角　田
(日　大) (中　大) (日体大) (日　大) (専　大) (日体大) (東農大)

(拓　大)
森　下 鴨　居 保　坂 山　中 赤　熊 山　本 ﾎﾞﾙﾁﾝｵﾚｯｸﾞ

(福岡大) (日　大) (山学大) (日体大) (山学大) (早　大)

(山学大)
西　山 有　元 濱　本 嶋　田 北　村 藤　山 前　川

(日体大) (山学大) (早　大) (日体大) (拓　大) (日　大)

(早　大) (明　大) (早　大)
高　橋 阿　部 近　藤 花　山 村　上 黒　川 田　中

(国士大)

(大東大)
折　田 中　田 砂　川 松　田 細　谷 大　坂 岡

(山学大) (国士大) (専　大) (早　大) (関西大) (拓　大)

(日　大)

中　村 鴨　居 高　谷 多胡島 保　坂 白　井 山　本 ﾎﾞﾙﾁﾝｵﾚｯｸﾞ

(国士大) (日体大) (日体大) (青学大) (日　大) (早　大)

125㎏

(日　大) (山学大)
高　橋 鈴　木 池　田 新　川 平　野 亀　山 志喜屋 橋　本

(専　大) (山学大) (拓　大) (早　大) (早　大) (日　大)

(国士大) (日　大)
山　崎 有　元 原　田 中　村 本　村 村　山 岡　嶋 津　田

(山学大) (拓　大) (日　大) (日　大) (同　大) (山学大)

(日　大) (日体大) (早　大) (福岡大) (日　大) (日体大)

(拓　大) (中学大)
前　田 樋　口 桑　原 菅　原 小山内 松　坂 雫　田 竹　内

(日体大) (近　大) (専　大) (日体大) (山学大) (大東大)

(専　大) (大東大)
山　本 ﾎﾞﾙﾁﾝｵﾚｯｸﾞ

(山学大) (近　大) (山学大) (山学大) (日　大) (日体大) (日　大) (山学大)
高　橋 有　元 藤　波 木　下 小山内 松　坂

洞　口 山　口
(日体大) (国士大) (専　大) (専　大) (早　大) (大東大) (早　大) (徳　大)
長谷川 葛　西 原　田 松　尾 伊　藤 村　山

園　田 奈　良
(群　大) (日体大) (国士大) (早　大) (日体大) (日　大) (拓　大) (日体大)
伊　藤 上　野 阿　部 多胡島 成　田 白　井

藤　山 池　田
(青学大) (早　大) (日体大) (拓　大) (国士大) (同　大) (明　大) (近　大)
藤　田 吉　川 中　田 高　谷 奥　井 榎　本

園　田 ﾎﾞﾙﾁﾝｵﾚｯｸﾞ
(専　大) (日体大) (早　大) (山学大) (山学大) (日体大) (拓　大) (山学大)
井　出 樋　口 米　澤 藤　波 木　下 松　坂

吉　川 山　本
(青学大) (青学大) (拓　大) (明　大) (専　大) (専　大) (山学大) (拓　大)
藤　田 成　國 高　谷 寺　田 松　尾 松　雪

二ノ宮 日　坂
(国士大) (国士大) (徳山大) (早　大) (国士大) (拓　大) (明　大) (中　大)
大　城 福　田 木佐貫 多胡島 奥　井 吉　田

石　黒 山　本
(山学大) (専　大) (日体大) (福岡大) (早　大) (早　大) (日　大) (日　大)
小　栁 但　野 中　田 玉　岡 伊　藤 山　崎

バグダウレット・アルメンタイ 伊　藤
(日体大) (青学大) (専　大) (山学大) (山学大) (日　大) (山学大) (国士大)
長谷川 成　國 中　村 木　下 藤　波 白　井

山　口
(青学大) (日　大) (拓　大) (早　大) (拓　大) (拓　大) (日　大) (徳　大)

前　田 志　賀 梅　林 吉　田 浅　井 石　黒

二ノ宮 倉　中
(専　大) (拓　大) (青学大) (拓　大) (国士大) (専　大) (明　大) (福　大)
柏　田 谷　山 竹之内 坂　本 奥　井 松　雪

園　田 山　本
(山学大) (早　大) (早　大) (中　大) (東洋大) (早　大) (拓　大) (日　大)
小　栁 吉　村 米　澤 尾　形 川　畑 山　﨑
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回 順位

阿　部 石　黒 石　黒 仲　里
（国士大） (法　大) (法　大) （日体大） （日体大） (日　大) (日　大) （日体大）

安　江 井　筒 アビッドハルーン 矢　野
（専大） （早大） （日体大） (専　大) (立命大) (拓　大) （日体大） (徳　大)

前　田 山　田 内　藤 山　本
（早　大） (拓　大) (国士大) (山学大) (専　大) (山学大) (国士大) (日　大)

藤　波 松　雪 アルメンタイバグダウレット 山　本
（日体大） （日体大） (拓　大) (拓　大) (山学大) (専　大) (山学大) (拓　大)

第
44
回

優勝 新　井 山　口 谷　山 志　賀

3 荒　木 吉　村 嶋　江

2 岩　澤 清　水 福　田 乙　黒

中　村

3 阿　部 飯　田 鏡 基　山

基　山 山　田 大　津 アビッドハルーン

(山学大) （早　大） (拓　大) （中　大） （日体大） (山学大) (山学大) （日体大）

竹　沢 松　雪 錦　戸 山　崎
（神　大） (拓　大) （青学大） (明　大) (法　大) (専　大) （日体大） （早　大）

尾　形 山　﨑 二ノ宮 石　黒
（国士大） （日体大） (国士大) （早　大） (中　大) （早　大） (明　大) (日　大)

川　畑 石　黒 吉　田 アルメンタイバグダウレット

（日体大） (山学大) （早　大） (拓　大) (東洋大) (日　大) (日　大) (山学大)
第
45
回

優勝 新　井 榊 安　楽 志　賀

3 山   口 早　山 土　屋

2 阿　部 山　口 上　野 米　澤

齋　藤

3 服　部 吉　村 谷　山 伊　藤

97㎏ 125㎏57㎏ 61㎏ 65㎏ 70㎏ 74㎏ 86㎏

第
46
回

優勝 竹  下 小　川 山　口 谷　山 志　賀 石　黒 大　津 アルメンタイバグダウレット

（日体大） （日体大） （日体大） (拓　大) (拓　大) (日　大) (山学大) (山学大)

2 荒  木 清　水 諏訪間 齋　藤 髙　橋 白　井 吉　田 アビッドハルーン

(専　大) (拓　大) (国士大) (明　大) （日体大） （日体大） (日　大) （日体大）

3 島  谷 服　部 森　川 藤　田 前　田 内　田 梅　林 山　崎
（早　大） (山学大) (拓　大) (法　大) (専　大) (専　大) （早　大） （早　大）

3 菅  沼 藤　田 安　楽 坂　野 横　山 山　倉 伊　藤 庄　司
(青学大) （早　大） （早　大） （日　大） (山学大) （早　大） （日体大） (専　大)

第
47
回

優勝 弓　矢 森　川 山　口 大　野 小　柴 白　井 石　黒

2 塩　谷 小　川 諏訪間 坂　野 硎　屋 藤　田 丸　山

3 加　藤 時　田 秋　山 飯　田 金　子 山　田

吉　田
（日体大） (拓　大) （日体大） （日体大） （日体大） （日体大） （日　大） （日　大）

アビットハルーン

(拓　大) （日体大） （国士大） （日　大） （日　大） （日　大） （日体大） （日体大）
中　原 山　本

（明　大） （中　大） （九共大） (山学大) （専　大） (山学大) (大東大) (拓　大)

3 島　谷 榊 安　楽 西　田 深　田 川　原 井　筒 谷　崎
（早　大） (山学大) （早　大） （専　大） （早　大） （専　大） (拓　大) (山学大)
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