
回数 年度
１部 ２部 ３部 1部 2部

38 昭和59年 津田　和樹 湯浅　雄至 加納　弥生 長沢　良美
日本体育大学 早稲田大学 日本体育大学 天理大学

39 昭和60年 米井　俊規 湯浅　雄至 森尾　麻衣子 田中　閲子
順天堂大学 早稲田大学 日本女子体育大学 天理大学

40 昭和61年 水島　宏一 森川　勝俊 森尾　麻衣子 田中　閲子
日本大学 国際武道大学 日本女子体育大学 天理大学

41 昭和62年 水島　宏一 森川　勝俊 森尾　麻衣子 田中　閲子
日本大学 国際武道大学 日本女子体育大学 天理大学

42 昭和63年 佐藤　寿治 森川　勝俊 望月　のり子 田中　閲子
日本大学 国際武道大学 日本女子体育大学 天理大学

43 平成元年 池谷　幸雄 森川　勝俊 望月　のり子 岡部　友子
日本体育大学 国際武道大学 日本女子体育大学 早稲田大学

44 平成2年 西川　大輔 相沢　進 七原　由理子 真田　マキ子
日本大学 仙台大学 日本体育大学 早稲田大学

45 平成3年 西川　大輔 雨海　洋和 瀬尾　京子 小林　桂
日本大学 駒澤大学 日本体育大学 椙山女学院

46 平成4年 池谷　幸雄 目黒　稔 瀬尾　京子 三浦　華子
日本体育大学 早稲田大学 日本体育大学 亜細亜大学

47 平成5年 畠田　好章 小林　正人 信田　美帆 三浦　華子
日本体育大学 駒澤大学 日本体育大学 亜細亜大学

48 平成6年 田中　　光 目黒　稔 瀬尾　京子 三浦　華子
筑波大学 早稲田大学 日本体育大学 亜細亜大学

49 平成7年 内山　　隆 鈴岡　真人 岡　真紀子 三浦　華子
日本体育大学 早稲田大学 東京女子体育大学 亜細亜大学

50 平成8年 畠田　一道 塚原　直也 橋口　美穂 和　雪梅
日本大学 明治大学 日本体育大学 九州女子短期大学

51 平成9年 藤田　健一 塚原　直也 菅原　リサ 和　雪梅
筑波大学 明治大学 日本体育大学 九州女子短期大学

52 平成10年 笠松　昭宏 立花　將人 菅原　リサ 白井　理恵
日本体育大学 国際武道大学 日本体育大学 明治大学

53 平成11年 米田　　功 白川　宗盛 菅原　リサ 北村　彩子
順天堂大学 大阪体育大学 日本体育大学 東京学芸大学

54 平成12年 冨田　洋之 田山　哲至 大須賀　由美 北村　彩子
順天堂大学 九州東海大学 日本体育大学 東京学芸大学

55 平成13年 冨田　洋之 下地俊哉/早稲田大学 大須賀　由美 北村　彩子
順天堂大学 村田浩一郎/早稲田大学 日本体育大学 東京学芸大学

56 平成14年 冨田　洋之 藤原　慶太 田中　綾子 山本　さとみ
順天堂大学 天理大学 青森大学 仙台大学

57 平成15年 芳村　裕生 遠藤　真希 山本　さとみ 川村　友佳
日本大学 明治大学 仙台大学 順天堂大学

58 平成16年 仲里　隆太 鶴丸　裕之 佐原　礼香 上村　美揮
日本体育大学 九州東海大学 青森大学 立教女学院短期大学

59 平成17年 村田　憲亮 越後　大樹 佐原　礼香 石坂　真奈美
順天堂大学 国士舘大学 青森大学 国士舘大学

60 平成18年 青山　人士 久保田　芳克 溝口　絵里加 石坂　真奈美
日本体育大学 明治大学 日本体育大学 国士舘大学

61 平成19年 内村　航平 山崎　塁 椋本　啓子 石坂　真奈美
日本体育大学 新潟大学 大阪体育大学 国士舘大学

62 平成20年 植松　鉱治 山崎　塁 石坂　真奈美 岡部　紗季子
仙台大学 新潟大学 国士舘大学 明治大学

63 平成21年 内村　航平 藤橋　和範 田中　理恵 久保田　麻紀
日本体育大学 鹿屋体育大学 日本体育大学 天理大学

64 平成22年 内村　航平 田中　大基 竹内　世梨奈 古川　昌子
日本体育大学 慶應義塾大学 日本体育大学 順天堂大学

65 平成23年 田中　佑典 小山　仁寛 内村　春日 新竹　優子
順天堂大学 鹿屋体育大学 日本体育大学 羽衣国際大学

66 平成24年 加藤　凌平 浦野　裕貴 鶴見　虹子 新竹　優子
順天堂大学 静岡産業大学 日本体育大学 羽衣国際大学

67 平成25年 野々村　笙吾 安楽　康平 永井　美津穂 新竹　優子
順天堂大学 福岡大学 日本体育大学 羽衣国際大学

68 平成26年 加藤　凌平 小浜　廣仁 寺本　明日香 山内　優花
順天堂大学 九州共立大学 中京大学 順天堂大学

69 平成27年 野々村　笙吾 北川　和明 寺本　明日香 坂崎　凛
順天堂大学 東海大学九州 中京大学 北翔大学

70 平成28年 神本　雄也 小岩井　亮佑 寺本　明日香 河久保　絢
日本体育大学 中京大学 中京大学 慶應義塾大学

71 平成29年 白井　健三 平良　匠 寺本　明日香 内山　由綺
日本体育大学 東海大学九州 中京大学 早稲田大学

72 平成30年 白井　健三 滑川　尚宏 平岩　優奈 内山　由綺
日本体育大学 国士館大学 武庫川女子大学 早稲田大学

73 令和元年 北村　郁弥 橋本　健吾 杉原　愛子 内山　由綺
順天堂大学 東海大学 武庫川女子大学 早稲田大学

74 令和2年 橋本　大輝 近江　奎太 杉原　愛子 内山　由綺
順天堂大学 大阪体育大学 武庫川女子大学 早稲田大学

75 令和3年 橋本　大輝 近江　奎太 坂口　彩夏 北田　絢女
順天堂大学 大阪体育大学 日本体育大学 大阪体育大学

兵庫県尼崎市記念公園体育館

山梨県小瀬市スポーツ公園体育館

広島県安佐北区スポーツセンター

東京都町田市総合体育館

長野県松本市総合体育館

東京都町田市総合体育館

神奈川県川崎市とどろきアリーナ

兵庫県尼崎市記念公園体育館

青森県民体育館

埼玉県越谷市立総合体育館

滋賀県立体育館

新潟県リージョンプラザ上越インドアスタジオ

北九州市総合体育館

愛知県春日井市立総合体育館

男子優勝者 女子優勝者
開催地

駒沢オリンピック公園体育館

東京都町田市総合体育館

埼玉県越谷市立総合体育館

北九州市総合体育館

鳥取県立米子産業体育館

山形県酒田市営国体記念体育館

東京都町田市総合体育館

小牧市スポーツ公園パークアリーナ小牧

東京都町田市総合体育館

北九州市総合体育館

熊谷スポーツ文化公園　彩の国熊谷ドーム

群馬県総合スポーツセンター群馬アリーナ

秋田市体育館

和歌山ビックホエール

仙台市体育館

長野市真島総合スポーツアリーナ

草薙総合運動場体育館（このはなアリーナ）

エフピコアリーナふくやま

山口県スポーツ文化センター

新潟県リージョンプラザ上越インドアスタジアム

サンドーム福井

富山市総合体育館

ベイコム総合体育館

維新大晃アリーナ


