
全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（男子の部）

開催年月 バンタム級 フライ級 フェザー級 ライト級 ウェルター級 ミドル級 ライトヘビー級 ヘビー級
花原 勉 吉田 上村　 細沢 小滝 関　 鳥海 佐藤　宣践

（日体大） （法政大） （日大） （明大） （博報堂） （中央競馬会） （博報堂） （東京教育大）

菅 鎌田 高橋 高橋 勝見 服部 佐藤兄 佐藤　宣践

（自衛隊） （渋川病院） （明大） （専大） （博報堂） （博報堂） （東海大教） （東海大教）

56kg級 62kg級 66kg級 70kg級 75kg級 80kg級 86kg級 93kg級 100kg級 +100kg級

平山 菅 田上 増田 丹野 鳥越 神崎 長谷川 岩釣 兼生 一ノ戸

（自衛隊） （自衛隊） （日体大） （中大） （埼玉県警） （三井建設） （博報堂）  　（東洋大） （兵庫県警）  （拓大）

58kg級 +95kg級

西村 安斉

（中大） （協和産商）

48kg級 52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級 100kg級 +100kg級

高橋 山田 菅 田上 名和 新 松永 森山 藤倉 横倉

（石川島工高） （海上自）  （自体校） （鹿児島県教） （拓大） （拓大） （東海大教）  （東海大） （東海大）  （千葉工大教）

菊田 三崎 江藤 横山 木村 阿部 細川 野瀬 藪根 猪熊

（自衛隊） （大商大） （自衛隊） （合川高校教） （国鉄） （安塚高教） （京浜急行） （筑波大） （筑波大） （筑波大）

宮原 小林 後藤 橋口 長尾 藤本 長楽 野瀬 山崎 森

（自衛隊） （大東大） （大商大） （スポ館） （日体大）  （大商大） （東海大） （筑波大）  （筑波大） （自衛隊）

入江 菊田 花房 藤井 横山 藤本 大里 石井 吉沢 田畑

（自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （海上自） （自体校） （大商大OB） （スポ館） （日体大）  （日体大） （大商大）

西 斉藤 古賀 肇 射手矢 横山 山田 大河内 川内谷 山崎 田代

（大東大） （㈱写研）  （東海浦安） （筑波大） （大商大） （長南高教） （筑波大） （筑波大） （筑波大） （東海大）

55kg級 +95kg級

鈴木 田畑

（自体校） （大商大）

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

池崎 小野 足立 五位塚 蓬田 豊田 大野 細谷

（西村道場） （東海大） （山梨学院大） （山梨県庁） （東海高輪教） （東海大） （大商大） （拓大）

宮原 稔 小林佐右長 関水 大八 古賀 肇 片岡 広行 豊田 元 三上　寿仁 戸川 拓洋

（専修大） （東海大）  （東海大） （Ｓﾀｲｶﾞｰｼﾞﾑ）  （東海大） （東海大） （三井生命）  （東京拘置所）

田中 順弥 小林佐右長 久保井 新 古賀 肇 鈴木 光浩 浅見　明司 浅井　信幸 木村 昌彦

（スポ館）  （光明学園教）  （大商大） （エバラ） （スポ館） （東海大） （東海大）  （防衛大）
第１３回 1987年7月

森山 （自体校） 木村 （筑波大）

第１１回 1984年12月

第１２回 1986年4月

第８回 1979年8月

第９回 1980年10月

第１０回 1981年11月

階　　　級

85kg級 95kg級

1977年9月

第７回

第５回 1975年8月

1978年10月

第１回 1966年3月

第２回 1968年2月

第３回 1969年3月

階　　　級

第４回 1972年7月

階　　　級 65kg級 75kg級

射手矢 （筑波大） 田所 （東海大）

ニカライ （ソ連） 湊谷 （金沢工大教） 川畑 （東海大） 西中 （兵庫県警）

95kg級

階      級

階　　　級 62kg級 70kg級 80kg級

第６回



全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（男子の部）

52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級 １００㎏級
竹内　徹 小林佐右長 調査中 仁田清一 原喜彦 石塚 伊田　忠富 調査中

（東海浦安高教）  （光明学園教） (自体校） （伊藤忠商事） (東海大)

吉原博敏 小林　伸郎 青井 大剛 大熊　政彦 田中 康弘 高波 善行 伊田　忠富 新井 隆義

（東京農大） （日体大）  （東海大） （東海大OB） （スポ館）  （東海大OB） （エバラ） （宇都宮学教） +１００㎏級

佐々木 豊 小林　伸郎 元木　康年 松林　慎二 銅子　繁喜 寺田 　淳 伊田　忠富 木下　英規 新井 隆義

（ジャックエツ） （スポ館） （自体校） （国武大） (自体校） （スポ館） （エバラ） （国武大） （宇都宮学教）

遠藤　英喜 小林　伸郎 足立　弘成 川野　真誉 田中　康弘 萩原幸之助 伊田　忠富 塩田 剛史 紅林 直樹

（スポ館） （スポ館） （スポ館） （東海大） (スポ館） （スポ館） （エバラ） （国武大） （静岡学園）

三笠　修二 杉山　智朗 元木　康年 曽根　由多 佐藤　玄太 萩原幸之助 長内　成元 塩田 剛史 森岡 建

（スポ館） （スポ館） （自体校） （東海大） (東海大） （スポ館） （専修大）  （国武大）  （上武大）

三笠　修二 五木田　勝 小林　左右長 高橋　洋樹 洞田　真二 萩原幸之助 榊原　啓三 石川 新一 金野 潤

（スポ館） （キノシタＪ） （光明学園教） （東海大） (東海大） （スポ館） （PW佐々木組） （東海大） （綜合警備）

三笠　修二 五木田　勝 若林　次郎 板楠　忠士 津久井　豊 須田 匤昇 菊池　直樹 森本 英輔 石川 新一

（スポ館） （木口道場） （スポ館） （綜合警備） (東海大） （国武大） （上武大）  （上武大） （東海大）

佐々木　豊 藤井一郎 若林次郎 田中　泰秀 曽根　由多 寺田 淳 菊池　直樹 野瀬 守弘 上本 祐祥

（K`zFACTRY） （スポ館） （スポ館） （国武大） （相良町役場） （中央動物病院） （上武大） （横浜そごう）  （京葉ガス）

佐々木　豊 藤井　一郎 渡辺　直樹 田中　泰秀 屯所　功 大山 利幸 徳間　史朗 岡本 興一 上本 祐祥

（木口道場） （スポ館） (静岡学園教） （西興産業） （神奈川大） （国武大） （東海大） （拓大） （京葉ガス）

三笠　修二 杉山　賢 若林　次郎 田中　泰秀 林　俊介 竹内 出 徳間　史朗 該当なし 並木 正典

(スポ館） （スポ館） （スポ館） （西興産業） （スポ館） （国武大） （東海大）  （スポ館）

佐々木　豊 今泉堅太郎 若林　次郎 田中　泰秀 勢多　誠一 大山 利幸 榊原　啓三 杉野 浩史 上本 祐祥

（木口道場） （スポ館） （スポ館） （スポ館） （㈱藤崎）  （京葉ガス） （木口道場）  （山田スポーツ）  （京葉ガス）

佐々木　豊 奥山　誠 松本　秀彦 田中　泰秀 勢多　誠一 大山 利幸 榊原　啓三 福島 大輔 上本 祐祥

（木口道場） （中野柔ク） （木口道場） （スポ館） （㈱藤崎）  （京葉ガス） （木口道場）  （上武大） （京葉ガス）

遠藤　祐樹 今泉堅太郎 松本　秀彦 中山　博 勢多　誠一 大山 利幸 小澤　幸康 竹内 出　 上本 祐祥

（スポ館） （スポ館） （木口道場） (木口道場） （㈱藤崎） （京葉ガス） （戸田中教） （K'zFACTORY）  （京葉ガス）

遠藤　祐樹 後藤　雄二 松本　秀彦 若林　次郎 田中　秀昌 芳岡 博之 高根　沢泉 中村 和裕 上本 祐祥

（ソニーM㈱） (大東医技専校) （木口道場） （スポ館） （埼玉大）  （ＹＭＣ） （埼玉大） （RJJ） （TEAMKAZE）

奥山　誠 倉金　裕二 松本　秀彦 若林　次郎　 田中　秀昌 長谷川　秀彦 二村　 学 竹内 出 上本 祐祥 

(木口道場） （パレストラ) （木口道場） （スポ館） （奈良中教） （SKアブソリュート) （順天堂大） （K'zFACTORY） （TEAMKAZE）

遠藤　祐樹　 佐藤　力 松本　秀彦 若林　次郎 石毛　大蔵 勢田 誠一 白井　祐矢 山本 高行 平沢 武夫

（ソニーM㈱） (SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ) （木口道場） （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ） (SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ) （(株)藤崎） （アンプ国分寺） （ＴＥＡＭＫＡＺＥ） （神奈川県警）

遠藤　祐樹 伊藤　要 松本　秀彦 明先　俊太郎 石毛　大蔵 青木 真也 三浦　広光 佐々木 一大 上本 祐祥 
（ソニーM㈱） (三多摩ＳＳ) （木口道場） (無所属) (SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ)  (今成) (無所属) (茨城大) （TEAMKAZE）

第２９回 2003年6月

第３０回 2004年6月

第２７回

1988年10月

1989年7月

1990年9月

1991年10月

1992年10月

1993年9月

1994年9月

1995年9月

1996年9月

1997年6月

1998年6月

1999年7月

2000年7月

2001年7月

第２２回

第２３回

第２８回 2002年6月

第１９回

第２０回

第２１回

第２４回

第２５回

第２６回

第１４回

第１５回

第１６回

第１７回

第１８回

階　　　級



全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（男子の部）

52kg級 57kg級 62kg級 68kg級 74kg級 82kg級 90kg級 １００㎏級 +１００㎏級
遠藤　祐樹 宮原 信宏 松本　秀彦 小川 拓也 澤藤 陽輔 勢田　誠一 松本 勇治 中西 良行 上本 祐祥

（ソニーM㈱） (パレストラ小岩) （木口道場） (毘沙門天Japan) (パレストラ八戸) (TEAM KAZE) (無所属) (無所属) （TEAMKAZE）

渡辺　和久 小坂井　宏　 松本　秀彦 鈴木祥太郎 明先　俊太郎 野田　貴寿 小澤　幸康 中西 良行 上本 祐祥

（木口道場） （ウェルネス専校） （木口道場）  （金沢学院大） （埼玉大） （埼玉大） (TEAM KAZE)  （尚志道場） （TEAMKAZE）

渡辺　和久 岡崎　浩史郎 松本　秀彦 小川　拓也 及川　祐輔 勢田　誠一 千葉 記位 中西 良行 岩澤 裕太

(木口道場) (三多摩ＳＳ) （木口道場） (arbol.JRF) (三多摩ＳＳ) (TEAM KAZE)  （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ）  (無所属) (東京学館OB)

渡辺　和久 関屋　忠治 松本　秀彦 植松　直哉 明先　俊太郎 和田　拓也 千葉 記位 中西 良行 上本 祐祥　 

(木口道場) (スポ館) （木口道場） (ﾁｰﾑ高谷) (無所属) （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ） （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ）  (無所属) （TEAMKAZE）

大石　健二 伊藤　要 松本　秀彦 大原　裕樹 高本　裕和 小野瀬拓見 菊地　嘉幸 田矢 信二 豊田 虎徹

(三多摩ＳＳ) (三多摩ＳＳ) （木口道場） (誠心館) (アンプ国分寺) (菊地商店) (菊地商店)  (無所属) (菊地商店)

中島　涼 伊藤　要 松本　秀彦 大原　裕樹 パスキエトマ 小野瀬拓見 菊地　嘉幸 千葉　記位 小貝　大介

(木口道場) (塩原ＳＳ) （木口道場） (誠心館) (ﾁｰﾑOdaka) (菊地商店) (菊地商店) （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ） (TEAM 獣)

中島　涼 清水　清隆 松本　秀彦 山﨑　吉央 明先俊太郎 勢田　誠一 榊原　啓三 大西　右司 千葉　記位

(法政大) (SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ) （木口道場） (菊地商店) (M's-DOJO) (TEAM KAZE) (木口道場) (大商大) （SKｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ）

河澄　亮祐 鈴木　岳男 西尾　直之 山崎　吉央 鳥居　智男 宮下　裕吉 佐藤　陽介 菊地　真登 金城　義恒

（木口道場） （SKアカデミー） （伊田組） （菊地商店） （関西医専校） （日体大） （無所属） （國學院大） （大商大）

河澄　亮祐 大石　健二 田中　温人 江藤　康太 佐藤　優作 照井　新矢 佐藤　陽介　 関森　宗平 佐伯　勇磨

（木口道場） （三多摩ＳＳ） （国武大） （東海大学） （SKアカデミー） （三多摩ＳＳ） （高輪中高校教） （大東大） （大東大）

プーチン大統領杯 山本　晃太 根葉　隆行 駒杵　嵩大 江藤　康太 渡部拳士郎 平尾　譲一 菊地　嘉幸 上原　滋行 岡　倫之

第４０回 （国武大） （日体大） （東海大学） （東海大学） （パラエストラ吉祥寺） （日体大） （菊地商店） （東海大仰星教） （日本大学）

プーチン大統領杯 山本　晃太 巣山　太智 吉田　一輝 青木　大 片岡　辰哉 女良　魁斗 佐藤　陽介 芝野　将大 山本　晋也

第４１回 （三多摩SS） （日体大） （ＮＯＳＴ） （日体大） （東海大学） （東海大学） （高輪中高校教） （日体大） （ウェルネス大）

プーチン大統領杯 山本　晃太 中村 幸人 田路 悟士 山上　翔 山下 雄大 草野 太智 田坂 翔太 中村 優太 西村　刀

第４２回 （CORE QUEST KUSHIRO）  （日体大）  （日体大）  （日体大） （順天堂大学） （三多摩ＳＳ） （東芝サンボチーム）  （日体大） （アカデミア・アーザ）

プーチン大統領杯 山本　晃太 馬場　元気 青木　大 山崎 吉央 出花　崇太郎 中村　優斗 田北　健太郎 中村　優太 岡部　光紀

第４３回 （北海道柔道整復専門学校） （岩倉高等学校） （日体大サンボチーム） （菊地商店） （総合格闘技道場コブラ会） （日体大サンボチーム） （法政大サンボチーム） （日体大サンボチーム） （東海大学付属札幌高等学校）

プーチン大統領杯 山本 晃太 馬場 元気 山本 慎太郎 今村 誠剛 出花 崇太郎 明先 俊太郎 佐藤 陽介 宗村 政輝 向井 邦宏

第４４回 （北海道柔道整復専門学校） (至学館大学) （東海大学付属札幌高等学校） （東海大学） (総合格闘技道場コブラ会) （M's DOJO） （高輪中学高等学校） （東海大学） （GOKITA-GYM）

プーチン大統領杯 山本 晃太 馬場 元気 石川　勇太 村上　幸士郎 出花 崇太郎 内藤 明俊 菊地 嘉幸 釜石 康太 向井 邦宏

第４５回 （北海道柔道整復専門学校） (至学館大学) （日体大サンボチーム） （東海大学） (総合格闘技道場コブラ会)  (松本道場) (格闘技・フィットネス道場YOLO) （東海大学） （GOKITA-GYM）

プーチン大統領杯 山本 晃太 馬場 元気 熊崎 夏暉 大塚 翔斗 盛坪 虎弥太 仲嵩 爽由 佐藤 陽介 影浦 力 松岡 大輝

第４６回スポーツ （元町整形外科） (至学館大学) （至学館大学） （至学館大学） （東海大学） （東海大学） （高輪中学高等学校） （東海大学） （法政サンボチーム）

プーチン大統領杯 熊崎 凱斗 丹下倭 出花 崇太郎 繁田陽介 竹内 出
第４６回コンバット （松本道場） （山田スポーツクラブ） (総合格闘技道場コブラ会) （フリー） （アブソリュート岡山）

2018年2月

2019年2月

2015年7月

2014年2月

2013年8月

2012年7月

2011年7月

2016年2月

2017年2月

2010年7月 

第３５回

第３６回

第３７回

第３８回

第３９回

2005年7月第３１回

第３２回

第３３回

第３４回

2006年6月

2009年7月

2008年7月

2007年7月

2020年2月

2020年2月

階　　級



全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（男子の部）

58kg級 64kg級 71kg級 98kg級
プーチン大統領杯 馬場 元気 平野 元大 萩原 匡平 比嘉 渉

第４７回 (至学館大学) （Under Cushion） （ストライプル取手柔術アカデミー） （YOLO）

階　　級

2021年8月



全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（女子の部）

４８kg級 ５２kg級 66kg級
尻無 智子 藤井 恵 吉永 聡子
（無所属） (ﾏｲｽﾞｶﾝﾊﾟﾆ-） （スポ館）
４８kg級 ５５kg級 ６４kg級

尻無 智子 藤井 恵 吉澤 穂波
（TeamFreely） （TeamFreely） （埼玉大）
大森 麻由子 藤井 恵 山本 ルボフ

 （スポ館） (GIRL FIGHT AACC）  （安谷屋道場）

４８kg級 ５７kg級 ６５kg級 ８５kg級
尻無 智子 藤井 恵 吉澤 穂波 繁田 めぐみ

(GIRL FIGHT AACC） (GIRL FIGHT AACC） （埼玉大）  （パレストラ陸奥） 

５３kg級 ６０kg級
藤井 惠 鞭馬 綾乃
 (AACC)  (修徳高校)
４８kg級 ５２kg級 ６６kg級

八木沼志保 藤井 惠 塩田 さやか
 (アンプラグド国分寺) (AACC) (AACC)

５７kg級
塩田 さやか

(AACC)
４８kg級 ５６kg級

八木沼志保 塩田 さやか
 (アンプラグド国分寺) (AACC)

４８kg級 ５７kg級
2008年7月 八木沼志保 塩田 さやか

 (アンプラグド国分寺) (AACC)
４８kg級 ５８kg級

八木沼志保 塩田 さやか
 (アンプラグド国分寺) (AACC)

４８kg級 ５２kg級 ５６kg級 ６０kg級 ６４kg級 ６８kg級 ７２kg級 ８０kg級 ＋８０kg級
八木沼志保

 (アンプラグド国分寺) 

八木沼志保
 (アンプラグド国分寺) 

八木沼志保 櫻井友香
 (アンプラグド国分寺) （大東大）

八木沼志保 平林るい 野村紗矢香
 (アンプラグド国分寺)  （東海大学院）  （野村道場）

第３１回 2005年7月

第３２回 2006年6月

第３３回

階級

第３５回 2009年7月

第３６回 2010年7月 

第３７回 2011年7月

第３４回

階級

階級

階級

階級

階級

第３８回 2012年7月

第３９回 2013年8月

階級

階級

第２６回 2000年7月

第２７回 2001年7月

第２８回 2002年6月

第２９回 2003年6月

第３０回 2004年6月

2007年7月

階級

階級



全日本サンボ選手権大会歴代優勝者一覧（女子の部）

４８kg級 ５２kg級 ５６kg級 ６０kg級 ６４kg級 ６８kg級 ７２kg級 ８０kg級 ＋８０kg級
プーチン大統領杯 交川陽子 黒木美晴 小松　柔 田崎梨菜 峰松春奈 森本　恵 高橋ルイ 村瀬晴香

第４０回 （M-WORKS） 　（環太平洋大） （環太平洋大） 　（国武大） （日体大） （国武大） （環太平洋大） （株）千葉薬品）
プーチン大統領杯 楠本佳子 斉藤梨華 倉部綾子 三浦伶奈

第４１回 （アブソリュート岡山） （日体大） （日体大） （Kichijoji fit）

プーチン大統領杯 安達沙緒里 松岡 希依 石崎 真弥 大和久友佳 三橋千夏
第４２回 （東海大学） （山梨学院大学） （山梨学院大学） （山梨学院大学） （日体大サンボチーム）

プーチン大統領杯 安達沙緒里 植田あや 本郷安季 甲斐春梨 河内雪乃
第４３回 （東海大学） （東海大学付属札幌高等学校） （日体大サンボチーム） （東海大学） （東海大学）

プーチン大統領杯 安達沙緒里 藤田 聡子 吉野美貴子 大谷美結
第４４回 （Kichijoji fit） （墨田サンボクラブ） （YSK興武館） （GOKITA-GYM）

プーチン大統領杯 楠本佳子 吉田美貴 富　菜月 高橋ルイ
第４５回 （アブソリュート岡山） （M's DOJO） （至学館大学） （ヤックス）

プーチン大統領杯 八木沼志保 瀬古奈々香 高橋ルイ
第４６回 （NEXUSENSE） （星城大学） （ヤックス）

階級

2019年2月

2015年7月

2018年2月

2014年2月

2020年2月

2016年2月

2017年2月


