
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

梅田　昭彦 小笠原　昇 石田　和春 石田　和春 佐野　好則 南　治也

（東洋大） （田老高教） （小玉合名） （小玉合名） （日　大） （国士大）

加藤 喜代美 中田　茂男 常川　治久 杉山　三郎 柴田　益美 植田　智

（専　大） （自衛隊） （拓　大） （松阪工高教） （日体大） （修善寺工高）

柳田　英明 吉田　貞夫 中島　俊美 山本　郁栄 桜間　幸次 小泉　正喜

（明大ＯＢ） （米盛商事） （日体大） （日体大） （自衛隊） （自衛隊）

池野　哲也 斎藤　勝彦 原田　政光 藤浦　義高 森脇　和之 菅沼　啓安

（中　大） （日　大） （日　大） （プール学院教） （国士大） （関学大）

田上　高 和田 喜久夫 桜井　光男 田上　高 河原木 勝歳 高田　直昭

（日体大） （明　大） （国士大） （日体大） （光星学院高教） （日体大）

吉田　敏忠 山懸　盛治 川崎　敏雄 永野　要祐 松浪 健四郎 荒木　裕司

（日　大） （大村工高教） （水戸ク） （国士大） （日体大） （日体大）

佐々木 竜雄 三戸　豊司 佐藤　喜信 開　健次郎 藤田　裕充 藤井　照雄

（自衛隊） （専　大） （明　大） （自衛隊） （関西ブロック） （群上紡績）

谷　公市 鎌田　誠 熊坂　勇一 谷　公市 熊坂　勇一 藤側　宏喜

（国士大） （中　大） （明　大） （国士大） （明　大） （国士大）

下田 正二郎 疋田　周二 渡辺　直樹 山口　勇雄 下田 正二郎 渡辺　直樹

（大東大） （拓　大） （明　大） （自衛隊） （大東大） （明　大）

矢田　静雄 磯貝　頼秀 一戸　隆男 矢田　静雄 富山　宝来

（日体大） （習志野高） （拓　大） （日体大） （拓　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

松橋　義行 石橋　孝 梅田　昭彦 松田　敏夫 南　治也 山口　隆三

（八戸電波工高） （専　大） （米盛商事） （日体大） （国士大） （茨城大）

加藤 喜代美 中田　茂男 常川　治久 杉山　三郎 平山 紘一郎 藤瀬　勝信

（専　大） （自衛隊） （拓　大） （松阪工高教） （自衛隊） （日体大）

柳田　英明 荒井　政雄 菅　芳松 山本　郁栄 七尾　秀樹 小泉　正喜

（明大ＯＢ） （国士大） （自衛隊） （日体大ＯＢ） （自衛隊） （自衛隊）

阿部　巨史 原田　政光 藤本　英男 藤本　英男 平井 一十司 中村　慎治

（自衛隊） （日　大） （日体大教） （日体大教） （自衛隊） （明　大）

和田 喜久夫 田上　高 林　富夫 田上　高 小林　武 河原木 勝歳

（明　大） （鹿児島県庁） （向陽高教） （鹿児島県庁） （自衛隊） （光星学院高教）

吉田　敏忠 山懸　盛治 佐藤　明弘 永野　要祐 伊達 治一郎 荒川　勝彦

（アイシン精機） （大村工高教） （大東大職） （国士大） （国士大） （自衛隊）

佐々木 竜雄 安部　段一 安井　慎一 茂木　優 小林　和行 森沢　薫

（自衛隊） （日　大） （中　大） （国士大） （専　大） （大阪学大）

谷　公市 佐藤　貞雄 三戸　豊治 谷　公市 吉田　光雄 佐藤　貞雄

（国士大） （大東大） （警視庁） （国士大） （専　大） （大東大）

磯貝　頼秀 矢田　静雄 鶴田　友美 矢田　静雄 服部　勤 下田 正二郎

（早　大） （粉河高教） （朝霞ク） （粉河高教） （大垣商高教） （大東大）

（出場なし） （出場なし）
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（11月１～３日、熊本・九州学院大体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】
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74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（70年２月27日～３月１日、和歌山・粉河町立体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

◎1969年



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

梅田　昭彦 石橋　孝 長尾　勇 松田　敏夫 南　治也 石田　和春

（米盛商事） （自衛隊） （同志社大） （和歌山北高教） （国士大） （小玉合名）

加藤 喜代美 渥美　敏範 常川　治久 平山 紘一郎 杉本　三郎 藤瀬　勝信

（三信電気） （日　大） （拓　大） （自衛隊） （松阪工高教） （日体大）

柳田　英明 中田　茂男 加藤　光利 七尾　秀樹 沢内　和興 山本　郁栄

（大都リッチランド） （自衛隊） （米盛商事） （自衛隊） （沢内電気） （日体大教）

阿部　巨史 斎藤　勝彦 原田　政光 藤本　英男 大館　利美 大石　八郎

（自衛隊） （日　大） （日　大） （日体大教） （大館建設） （日体大）

田上　高 和田 喜久夫 矢野　修 田上　高 河原木 勝歳 桜井　藤雄

（甲南高教） （明　大） （中　大） （甲南高教） （光星学院高教） （日体大）

永野　要祐 伊達 治一郎 正木　宏之 岡　唯勝 二田　隆 荒川　勝彦

（和歌山県教育庁） （国士大） （日体大） （国士大教） （日体大） （自衛隊）

佐々木 竜雄 茂木　優 安部　段一 茂木　優 開　健次郎 三戸　豊治

（自衛隊） （国士大） （日　大） （国士大） （自衛隊） （警視庁）

谷　公市 吉田　光雄 佐藤　貞雄 谷　公市 吉田　光雄 峰山 伸次郎

（和歌山県教育庁） （専　大） （大東大） （和歌山県教育庁） （専　大） （国分自衛隊）

矢田　静雄 疋田　周二 光本　健次 矢田　静雄 山口　勇雄 疋田　周二

（粉河高教） （拓　大） （東海大） （粉河高教） （自衛隊） （拓　大）

鶴田　友美 小川　正統 勝瀬　昭夫 鶴田　友美

（中　大） （東海大） （東海大） （中　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

梅田　昭彦 平田　茂 石橋　孝 石田　和春 山口　隆三 南　治也

（米盛商事） （国士大） （専大OB) （小玉合名） （茨城大ＯＢ） （国士大教）

加藤 喜代美 渥美　敏範 佐藤 光太郎 杉本　三郎 平山 紘一郎 柴山　晴久

（三信電気） （日　大） （警視庁） （松阪工高教） （自衛隊） （日体大）

柳田　英明 田中　忠道 菅　芳松 山本　郁栄 桜間　洋二 岡田　法夫

（大都リッチランド） （福岡大教） （自衛隊） （日体大教） （自衛隊） （日体大）

阿部　巨史 斎藤　勝彦 原田　政光 藤本　英男 宮原　照彦 長谷川 和彦

（自衛隊） （日　大） （インターナショナル・エージェーシー） （日体大教） （日体大） （日体大）

和田 喜久夫 七尾　秀敏 坂田　茂 田上　高 上東　正 小笠原 博美

（明　大） （国士大） （日体大） （甲南高教） （日体大） （大東大）

吉田　敏忠 永野　要祐 出河　満男 伊達 治一郎 岡　唯勝 正木　宏之

（アイシン精機） （和歌山県教育庁） （自衛隊） （国士大） （池田高教） （日体大）

佐々木 竜雄 安部　段一 伊藤　勝春 開　健二郎 茂木　優 伊藤　勝春

（自衛隊） （千鳥屋） （千葉荷役海運） （自衛隊） （国士大） （千葉荷役海運）

鎌田　誠 谷　公市 吉田　光雄 佐藤　貞雄 谷　公市 斎藤　真

（中　大） （和歌山県教育庁） （専　大） （大東大） （和歌山県教育庁） （日体大）

矢田　静雄 疋田　周二 榎本　幹男 （出場なし）

（粉河高教） （拓　大） （立　大） 　

鶴田　友美,磯貝　頼秀＝両者1位 勝瀬　昭夫 鶴田　友美 磯貝　頼秀 山口　勇雄

（中大）,（早大） （東海大） （中　大） （早　大） （自衛隊）

100 100

130 130

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（６月28日～７月３日、茨城・笠間市体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

100 100

130 130

◎1972年

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（６月21～23日、東京・日大講堂）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

◎1971年


