
年 度 期日・場所

1987年 10月４・10日

（昭62年） 後楽園ホールほか

1988年 10月５・11日

（昭63年） 後楽園ホールほか

1989年 6月11日

（平元年） 東京・城西高

1990年 5月27日

（平２年） 東京･スポーツ会館

1991年 5月4日

（平３年） 東京・代々木第二体育館

1992年 5月31日

（平４年） 東京・青少年総合センター

1993年 5月30日

（平５年） 東京・スポーツ会館

1994年 5月29日

（平６年） 東京・青少年総合センター

1995年 4月23日

（平７年） 東京・スポーツ会館

1996年 5月20日

（平８年） 東京・明治記念館

年 度 期日・場所

1997年 3月20日

（平９年） 東京･駒沢体育館

1998年 ５月30～31日

（平10年） 東京・明治記念館ほか

1999年 12月22～23日

（平11年） 東京・代々木第二体育館

2000年 12月21～23日

（平12年） 東京・代々木第二体育館

2001年 12月21～23日

（平13年） 東京・代々木第二体育館 （ジャパンビバレッジ） （浜口ジム）

吉村　祥子 服部　担子
（ＴＢＣ東京） （中京女大） （日　大） （中京女大）

山本　聖子 岩間　怜那

宮本　知恵 浜口　京子
（中京女大） （浜口ジム）

斉藤　紀江 浜口　京子

（ジャパンビバレッジ） （中京女大） （日　大） （中京女大）

清水　美里 坂本　日登美 山本　聖子 岩間　怜那

宮本　知恵 浜口　京子
（ＰＵＲＥＢＲＥＤ） （中京女大） （埼玉栄高教） （中京女大） （中京女大） （浜口ジム）

山本　美憂 坂本　日登美 清水　真理子 岩間　怜那

浜口　京子
（代々木ク） （福岡大） （埼玉栄高教） （網野高） （リプレ中京女大） （浜口ジム）

清水　美里

全日本選手権　歴代優勝選手（女子）

46kg級 51kg級 56kg級 62kg級 68kg級 75kg級

（スポーツ東急） （住友海上火災） （京　樽）

清水　真理子 宮崎　未樹子

篠村　敦子 清水　真理子 正田　絢子

浦野　弥生 浜口　京子
（代々木ク） （東洋大） （埼玉栄高教） （住友海上火災） （東京周栄ク） （浜口ジム）

清水　美里 足立　美穂

（東京周栄ク）（TBC東京） （東洋大） （東洋大職） （リプレ中京女大）

福原　邦子 飯島　晶子 豊田 真奈美 岩間　利香山本　美憂 菅原 さとみ 福田　京子 坂本　涼子 清水 美弥子 市川　千秋

（トキワ松学園中） （代々木ク） （代々木ク） （吹田市民教室） （代々木ク） （Cフィットネス藤沢） （全日本女子プロ） （代々木ク） （代々木ク） （全日本女子プロ）

山本　美憂 棗田　朋子 小滝　初江 遠藤　美子 坂本　涼子 星川　君枝 岩間　利香 浦野　弥生 脇　恵衣子 川戸　明子

（日体ク） （吹田市民教室） （日体ク） （東洋大） （吹田市民教室） （ユナイテッド･スティール） （ユナイテッド･スティール） （日体ク） （全日本女子プロ） （宇治高）

吉村　祥子 山本　美憂 福田　京子 小滝　初江 坂本　涼子 星川　君枝 飯島　晶子 岩間　利香 脇　恵衣子 井上　京子

（代々木ク） （日体ク） （代々木ク） （日体ク） （中京女大） （ユナイテッド･スティール） （日体ク） （ユナイテッド･スティール） （全日本女子プロ） （全日本女子プロ）

吉村　祥子 山本　美憂 福原　邦子 遠藤　美子 坂本　涼子 星川　君枝 飯島　晶子 岩間　利香 船越　光子 上野　弘子

（代々木ク） （朝日住建日体ク） （朝日住建日体ク） （東洋大） （中京女大） （ユナイテッド･スティール） （朝日住建日体ク） （ユナイテッド･スティール） （壬生高） （盛岡大）

村田　智子 山本　美憂 木村 こず恵 川崎　明美 坂本　涼子 星川　君枝 飯島　晶子 浦野　弥生 船越　光子 上野　弘子

（東洋大倶楽部） （朝日住建ク） （東洋大倶楽部） （自衛隊） （リプレ中京女大） （ユナイテッド･スティール） （京　樽） （京　樽） （壬生高） （盛岡大）

吉村　祥子 上林　美穂 パトリシア・サンダース 川崎　明美 坂本　涼子 星川　君枝 清水 真理子 浦野　弥生 船越　光子 三宅　由美

（スポーツ東急） （羽島市連盟） （米　国） （自衛隊） （リプレ中京女大） （ユニマット） （富岡東高） （京　樽） （壬生高） （リプレ中京女大）

吉村　祥子 田中 真由美 遠藤　美子 川崎　明美 栄　　涼子 三田寺 由香 飯島　晶子 浦野　弥生 新谷　　翠 三宅　由美

（スポーツ東急） （自衛隊） （東洋大職） （自衛隊） （京樽ク） （スポーツ東急） （京　樽） （京　樽） （吹田市民教室） （リプレ中京女大）

吉村　祥子 上林　美穂 山本　美憂 川崎　明美 三田寺 由香 黒川 真由美 浦野　弥生 宮崎 未樹子

（スポーツ東急） （自衛隊） （京　樽） （住友海上火災）（スポーツ東急） （東洋大） （日体パンサーズ） （自衛隊）

（東洋大） （住友海上火災） （京　樽） （土浦日大高）（スポーツ東急） （日体パンサーズ） （東洋大職） （東洋大倶楽部）

57kg級 61kg級 65kg級 70kg級44kg級 47kg級 50kg級 53kg級 75kg級 75kg以上級

吉村　祥子 山本　美憂 遠藤　美子 木村 こず恵 清水 真理子 宮崎 未樹子 浦野　弥生 斉藤　紀江

吉村　祥子 足立　美穂 遠藤　美子 栄　　涼子 三田寺 由香 宮崎 未樹子 浦野　弥生 浜口　京子 住谷　礼子

宮本　知恵

（ユニマット･C)

船越　光子

（ユニマット･C)

船越　光子

（東洋大）



年 度 期日・場所
2002年 12月21-23日
（平14年） 東京・代々木第二体育館

2003年 12月21-22日
（平15年） 東京・代々木第二体育館

2004年 12月21-23日
（平16年） 東京・代々木第二体育館

2005年 12月21-23日
（平17年） 東京・代々木第二体育館

2006年 2007年１月26-28日
（平18年） 東京・駒沢体育館

2007年 12月21-23日
（平19年） 東京・代々木第二体育館

2008年 12月21-23日
（平20年） 東京・代々木第二体育館

2009年 12月21-23日
（平21年） 東京・代々木第二体育館

全日本選手権　歴代優勝選手（女子２）

（中京女大） （愛知・至学館高） （ジャパンビバレッジ）

（中京女大） （ワァークスジャパン） （ジャパンビバレッジ）

伊調　　馨 井上　佳子 浜口　京子
（ALSOK綜合警備保障） （中京女大大学院） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （中京女大）

伊調　千春 服部　担子 吉田　沙保里 西牧　未央

浜口　京子
（中京女大） （和光ク）

（中京女大） （自衛隊） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （ジャパンビバレッジ）

（中京女大） （ジャパンビバレッジ）（中京女大）

伊調　千春 坂本　日登美 吉田　沙保里 山本　聖子 伊調　　馨 坂本　　襟

伊調　　馨 斉藤　紀江 浜口　京子
（中京女大） （リプレ）

（ジャパンビバレッジ）（中京女大大学院）

伊調　千春 服部　担子 吉田　沙保里 岩間　怜那 伊調　　馨
（ジャパンビバレッジ）（中京女大） （国士大）

菅原　美々 浜口　京子
（中京女大付高） （ジャパンビバレッジ） （ジャパンビバレッジ）

72kg級
坂本　真喜子 伊調　千春 吉田　沙保里 岩間　怜那 伊調　　馨 斉藤　紀江 浜口　京子

48kg級 51kg級 55kg級 59kg級 63kg級 67kg級

（中京女大付高） （中京女大） （中京女大） （リプレ）

伊調　千春 坂本　日登美 吉田　沙保里 梶田　瑞華

（中京女大） （中京女大）

坂本　真喜子 坂本　日登美 吉田　沙保里 中西　はつみ

伊調　　馨 西牧　未央 浜口　京子
（ALSOK綜合警備保障） （自衛隊） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （中京女大） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （中京女大） （ジャパンビバレッジ）

（中京女大） （自衛隊）

坂本　真喜子 堀内　　優 吉田　沙保里 山名　　慧 西牧　未央 井上　佳子

吉田　沙保里 正田　絢子 伊調　　馨 新海　真美

佐野　明日香
（自衛隊） （網野高） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （中京女大） （中京女大）

浜口　京子
（自衛隊） （アイシン・エィ・ダブリュ） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （京都・網野高教） （ＡＬＳＯＫ綜合警備保障） （アイシン・エィ・ダブリュ） （ジャパンビバレッジ）

坂本　真喜子 甲斐　友梨




