
回数 年度
１部 ２部 ３部 1部 2部

1 昭和22年 池田　陸彦
日本体育専門学校

2 昭和23年 金子　明友 奥　美智子
東京教育大学 奈良女高師

3 昭和24年 鍋谷　鐡巳 桐原　皓平 小沢 しづ子
東京教育大学 明治大学 千葉大学

4 昭和25年 鍋谷　鐡巳 岩本　　健 飛鳥　光恵
東京教育大学 三重大学 奈良女子大学

5 昭和26年 小野　喬 岩本　　健 杉山　久江
東京教育大学 三重大学 東京女子体育短期大学

6 昭和27年 馬場　清彦 居串　幸男 村上　安子
早稲田大学 新潟大学 東京女子体育短期大学

7 昭和28年 小野　喬 井上　寛治 田中　敬子
東京教育大学 岡山大学 日本体育大学

8 昭和29年 狩山　正人 戸田　勝也 佐藤　御幸
日本体育大学 岡山大学 日本体育大学

9 昭和30年 佐々木 志郎 八色　通博 田中　敬子
東京教育大学 鹿児島大学 日本体育大学

10 昭和31年 相原　信行 八色　通博 曾我部 和子
日本体育大学 鹿児島大学 東京教育大学

11 昭和32年 相原　信行 大坪　勝 大草 美智子
日本体育大学 天理大学 日本体育大学

12 昭和33年 渡辺　二良  佐藤　敏安　 大草 美智子 渡辺　愛子
東京教育大学 東京商科大学 日本体育大学 群馬大学

13 昭和34年 鶴見　修治 佐藤　敏安　 大草 美智子 蟹江　和子
日本体育大学 東京商科大学 日本体育大学 中京女子短期大学

14 昭和35年 長沢　靖夫 佐藤　敏安　 松本　幸栄 田口 なおみ
東京教育大学 東京商科大学 東京教育大学 中京大学

15 昭和36年 長沢　靖夫 森下　弘志 白須　俊子 諸橋　幸子
東京教育大学 岡山大学 日本体育大学 国士館大学

16 昭和37年 早田　卓次 洪川　明 渋谷　多喜 兼子　美鈴
日本大学 大阪学院大学 日本大学 武庫川女子大学

17 昭和38年 松元　正竹 我妻　由規 中村　武 下手 真美子 池木　充子
東京教育大学 福島大学 埼玉大学 日本大学 大阪学院大学

18 昭和39年 中山　彰規 我妻　由規 大塚　古四郎 中村 多仁子 山内　広子
中京大学 福島大学 鹿児島大学 東京教育大学 日本女子体育大学

19 昭和40年 小西　義明 中谷　幸二 高橋　行 香取　光子 池永　博子
日本体育大学 順天堂大学 千葉大学 日本体育大学 武庫川女子大学

20 昭和41年 上田　勇一 館鳳　志 今福　正文 池永　博子 小島 登志江
中京大学 関西大学 熊本商科大学 武庫川女子大学 中京女子大学

21 昭和42年 加藤　澤男 吉川　優 岸　隆司 小田  千恵子 井上 美保子
東京教育大学 関西学院大学 東海大学 日本体育大学 長崎短期大学

22 昭和43年 監物　永三 斧　恒夫 徳本　義則 坂内 幸枝/日本体育大学 太田　裕子
日本体育大学 慶應義塾大学 愛知学院大学 鈴木 和代/東京女子体育大学 日本女子体育大学

23 昭和44年 監物　永三 中村　豊 小田 千恵子 宮島　通子
日本体育大学 東海大学 日本体育大学 群馬大学

24 昭和45年 岡村　輝一 入部　重夫 羽生　和永 安達　知子
日本体育大学 愛知学院大学 日本体育大学 東海大学

25 昭和46年 椎名　　昇 谷本　敏 平島　栄子 木庭　徳子
日本大学 明治大学 日本体育大学 日本女子体育大学

26 昭和47年 五十嵐  久人 桑野　辰夫 平島　栄子 伊藤　和子
日本大学 明治大学 日本体育大学 武庫川女子大学

27 昭和48年 梶山　広司 浜村　茂 岡田 愛子/日本体育大学 川本　順子
日本大学 島根大学 上野 寿子/東京女子体育大学 中京女子大学

28 昭和49年 梶山　広司 原田　英則 吉川  智恵子 川本　順子
日本大学 愛知学院大学 日本体育大学 中京女子大学

29 昭和50年 梶山　広司 古賀　直人 真野　郷子 曾根　元子
日本大学 福岡大学 日本体育大学 国士館大学

30 昭和51年 三上　　肇 神田　正勝 吉川  智恵子 伊藤 実和子
筑波大学 福岡大学 日本体育大学 中京女子大学

31 昭和52年 三宅　洋始 星野　勝 　赤羽　綾子 畠山　行子
筑波大学 愛知学院大学 東海大学 国士館大学

32 昭和53年 北川　淳一 片桐　幹雄 　赤羽　綾子 児玉　美利
順天堂大学 大阪教育大学 東海大学 武庫川女子大学

33 昭和54年 外村　康二 坂本　伸夫 近藤　典子 栗田　稚子
日本体育大学 島根大学 日本体育大学 中京女子大学

34 昭和55年 田口　晴康 野村　貴裕 斉藤　綾子 安部　幸代
筑波大学 愛知学院大学 筑波大学 国士館大学

35 昭和56年 村松　俊哉 兼弘　浩史 加納　弥生 遠山　妙子
筑波大学 九州共立大学 日本体育大学 中京女子大学

36 昭和57年 村松　俊哉 山崎　芳文 加納　弥生 木原　八千代
筑波大学 福岡大学 日本体育大学 国士館大学

37 昭和58年 岡部　洋明 湯浅　雄至 加納　弥生 山田かおり
日本体育大学 早稲田大学 日本体育大学 日本女子体育大学

男子優勝者 女子優勝者
開催地

東京体育専門学校体育館

大阪YMCA体育館

台東区体育館東京都立体育館

東京YMCA体育館

天理大学体育館

日本大学文理学部体育館

天理大学

新潟市寄居中学校体育館

横浜市神奈川県体育館

石川県スポーツセンター

天理大学体育館

東京大学

大阪府立体育館

秋田市体育館

駒沢オリンピック公園体育館

福井市体育館

岡山県津山校体育館

札幌市中島スポーツセンター

広島県立体育館

群馬県スポーツセンター

高知県民ホール

東京体育館

個人総合選手権

早稲田大学記念公会堂

静岡県草薙総合運動場

駒沢オリンピック公園体育館

駒沢オリンピック公園体育館

北海道岩見沢スポーツセンター

駒沢オリンピック公園体育館

愛知県立体育館

駒沢オリンピック公園体育館

三重県四日市市体育館

駒沢オリンピック公園体育館

京都府体育館

神戸市中央体育館

長崎国際体育館

駒沢オリンピック公園体育館

愛知県体育館


