
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

入江　隆 小林　孝至 高橋　成敏 斎藤　育造 大橋　正教 蝦名　康一

（自衛隊） （日　大） （信濃マツダ） （和歌山県教委） （山梨学院大） （自衛隊）

佐藤　満 上島　一敏 藤川　健治 宮原　厚次 藤波　俊一 大川　秀和

（日体大大学院） （国士大） （自衛隊徳島） （自衛隊） （日体大） （日体大）

朝倉　利夫　 角地山　豊 森岡　敬志 三宅　正徳 中留　俊司 河本　勲

（国士大教） （日　大） （三井高教） （岐阜養護学教） （日体大） （自衛隊）

栄　和人 井村　陽三 菅原　弘 芦野　茂美 出口　泰三 西口　茂樹

（奈良県教委） （日体大） （国士大） （日体大） （国士大） （日体大）

五位塚　悟 杉野　浩吉 赤石　光生 作田　勝弘 中島　光正 大久保 康裕

（山梨・韮崎工高教） （自衛隊） （日　大） （自衛隊） （とりせん） （自衛隊）

平山　宣伸 中田　薫 角崎　朋博 伊藤　広道 南　敏文 中嶋　則行

（日体大） （警視庁） （日体大） （自衛隊） （日野高校） （北佐久農高教）

菊池　隆 安田 紀久雄 岸本　茂範 向井　孝博 屋比久　保 鋤崎　直記

（和歌山県教委） （韮崎工高教） （岸本牧場） （自衛隊） （国士大助） （山梨学院大）

保坂　竹道 水橋　徹 平山　進 森山　泰年 東出　徹 和田　正

（自衛隊） （青谷高教） （信楽高教） （自衛隊） （橿原体育館） （専　大）

本田　多聞 松井　浩幸 間山　泰範 藤森　安一 藤田　芳弘

（日　大） （東農大） （日体大） （警視庁） （穴吹高教）

大川　浩一 浅井　功 秋山　安成 出口　一也 安藤　正哉

（警視庁） （日体大） （自衛隊） （国士大） （安藤コンクリート）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

入江　隆 小林　孝至 喜多　龍昭 斎藤　育造 大橋　正教 蝦名　康一

（自衛隊） （ユナイテッドスチール） （日体大） （和歌山県教委） （山梨学院大） （自衛隊）

佐藤　満 大川　秀和 上島　一敏 宮原　厚次 藤波　俊一 一色　啓雅

（日体大大学院） （奈良県教委） （広木商事） （自衛隊） （日体大） （和歌山県教育庁）

朝倉　利夫　 鈴木　康文 上野　宏之 中留　俊司 三宅　正徳 渡口　彦康

（国士大教） （自衛隊） （館林高教） （日体大） （大垣養護学教） （自衛隊）

栄　和人 安達　巧 井村　陽三 長内　清一 西口　茂樹 大城　利幸

（奈良県教委） （日体大） (沼津学園高教） （三八教育事務所） （日体大） （自衛隊）

赤石　光生 原　喜彦 五位塚　悟 森　巧 山口　勝之 根本　誠次

（日　大） （日体大研） （山梨・韮崎工高教） （国士大教） （紀北青年の家） （藤代紫水高教）

角崎　朋博 中田　薫 岸本　茂範 谷　一郎 伊藤　広道 湯浅　邦茂

（日体大） （警視庁） （東京海上火災） （徳島農高教） （自衛隊） （山梨県民スポーツ事業団）

菊池　隆 伊藤　敦 赤石　明雄 向井　孝博 屋比久　保 池田　信次

（和歌山県教委） （日体大） （山梨県教委） （自衛隊） （沖縄県教委） （国士大）

保坂　竹道 有本　良孝 鈴木　和芳 森山　泰年 東出　徹

（自衛隊） （和歌山県教育庁） （専　大） （自衛隊） （橿原公苑）

本田　多聞 本間　和吉 草野　敦 近藤　務 藤森　安一 福辺　雅彦

（自衛隊） （専　大） （国士大） （自衛隊） （警視庁） （橿原公苑）

谷津　嘉章 猿田　充 浅井　功 安藤　正哉 出口　一也 呑香　竜二

（ジャパン・プロレス） （山梨県民スポーツ事業団） （日体大） （安藤コンクリート） （国士大） （日　大）
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◎1986年
（６月27～29日、東京・駒沢体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】
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◎1985年
（６月28～30日、山梨・山梨学院大体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

小林　孝至 入江　隆 山口　英雄 斎藤　育造 蝦名　康一 大橋　正教

（日　大） （自衛隊） （館林高） （和歌山県教委） （自衛隊） （山梨学院大職）

佐藤　満 沖山　功 上島　一敏 宮原　厚次 一色　啓雅 笠原　吉晴

（日体大助） （日体大） （沖縄県協会） （自衛隊） （和歌山県教育庁） （東洋大）

朝倉　利夫　 角地山　豊 上野　宏之 河本　勲 中留　俊司 黒飛　健

（国士大教） （日　大） （館林高教） （自衛隊） （南八幡高教） （自衛隊）

栄　和人 五位塚　悟 小泉　徹 西口　茂樹 大城　利幸 出口　泰三

（奈良県教委） (山梨緑ヶ丘スポーツ公園） （中　大） （日体大） （自衛隊） （和歌山県立体育館）

赤石　光生 原　喜彦 有延　伸一 森　巧 根本　誠次 大久保 康裕

（ユナイテッドスティール） （日体大研） （国士大） （沖縄協会） （藤代紫水高教） （自衛隊）

高橋　信明 平山　宣伸 佐川　正吉 伊藤　広道 湯浅　邦茂 森　太郎

（専　大） （日体大研） （自衛隊） （自衛隊） （山梨県民スポーツ事業団） （日体大）

菊池　隆 伊藤　敦 和久井　始 向井　孝博 屋比久　保 井勢　智則

（和歌山県教委） （日体大） （自衛隊） （自衛隊） （沖縄県協会） （日体大）

赤石　明雄 堅山　保文 有本　良孝 森山　泰年 和田　正 園田　崇

（東山梨教育事務所） （自衛隊） （和歌山県教育庁） （自衛隊） （沖歯科工業） （日体大）

本田　多聞 中西　学 浅沼　俊幸 近藤　務 東出　徹 福辺　雅彦

（自衛隊） （専　大） （国士大） （自衛隊） （橿原公苑） （御所工高）

猿田　充 大川　浩一 奈良　英則 出口　一也 神子沢 健一 青木　一寛

（甲府西高教） （警視庁） （日　大） （国士大） （自衛隊） （東海隊）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

山本　美憂 吉村　祥子 田中 真由美

（木口道場） （代々木ク） （城西ク）

菅原 さとみ 南　絹代 星川　知美

（代々木ク） （吹田市民教室） （代々木ク）

福田　京子 坂井 久美子 棗田　朋子

（代々木ク） （旭川ベアーズ） （吹田市民教室）

坂本　涼子 遠藤　美子 小滝　初江

（吹田市民教室） （茨城・茎崎高） （木口道場）

福原　邦子 佐藤　玲子 大塚　民子

（代々木ク） （城西ク） （木口道場）

飯島　晶子 長谷川 弘美 野口　良

（木口道場） （全日本女子プロ練習生） （代々木ク）

豊田 真奈美 星川　君枝 工藤 めぐみ

（全日本女子プロ練習生） （ユナイテッドスティール） （全日本女子プロ練習生）

岩間　利香 山田　敏代 天田　桜

（ユナイテッドスチール） （全日本女子プロ練習生） （全日本女子プロ練習生）

清水 美弥子 小林　知美 岡山　智春

（代々木ク） （木口道場） （鶴見ク）

市川　千秋 中村　幸子 成松　祥子

（全日本女子プロ練習生） （全日本女子プロ練習生） （吹田市民教室）

【女子】（10月４日＝東京・青少年総合センター、10日＝東京・後楽園ホール）
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◎1987年
（７月３～５日、東京・駒沢体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

小林　孝至 入江　隆 喜多　龍昭 斎藤　育造 蝦名　康一 大橋　正教

（日　大） （自衛隊） （島原工高教） （和歌山県教育庁） （自衛隊） （山梨学院大職）

佐藤　満 沖山　功 坂木　勇夫 宮原　厚次 一色　啓雅 中森　昭平

（日体大助） （日体大） （専大） （自衛隊） （和歌山県教育庁） （警視庁）

金浜　良 朝倉　利夫　 佐々木 一郎 中留　俊司 河本　勲 三宅　正徳

（日　大） （国士大教） （日体大） （南八幡高教） （自衛隊） （岐南工高教）

栄　和人 安達　巧 奥山　恵二 西口　茂樹 長内　清一 出口　泰三

（奈良県教委） （日体大） （日体大） （日体大助手） （八戸工高教） （和歌山県立体育館）

赤石　光生 嶺岸　武 宮本　公裕 大久保 康裕 杉野　浩吉 堀　浩章

（ユナイテッドスティール） （日体大） （嶺北養護学教） （自衛隊） （自衛隊） （日体大）

原　喜彦 高橋　信明 佐川　正吉 伊藤　広道 湯浅　邦茂 森　太郎

（日体大研） （オリンピア） （自衛隊） （自衛隊） （山梨県民スポーツ事業団） （橿原公苑）

菊池　隆 伊藤　敦 高木　博章 向井　孝博 屋比久　保 永田　裕志

（和歌山県教委） （日体大） （専　大） （自衛隊） （沖縄県協会） （日体大）

太田　章 赤石　明雄 堅山　保文 森山　泰年 東出　徹 和田　正

（早大助） （東山梨教育事務所） （自衛隊） （自衛隊） （橿原公苑） （ジャパリカ）

本田　多聞 浅沼　俊幸 間山　泰範 福辺　雅彦 近藤　務 野々村　孝

（自衛隊） （国士大） （日体大） （御所工高教） （自衛隊） （山梨学院大）

小幡　弘之 奈良　英則 猿田　充 出口　一也 神子沢 健一 鈴木　賢一

（日　大） （日　大） （甲府東高教） （国士大） （自衛隊） （大東大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

山本　美憂 吉村　祥子 本宮　晴美

（日体ク） （代々木ク） （木口道場）

棗田　朋子 菅原 さとみ 坂井 久美子

（吹田市民教室） （ユナイテッドスチール） （旭川ベアーズ）

小滝　初江 福田　京子 浅野　千鶴

（日体ク） （代々木ク） （鶴見ク）

遠藤　美子 本間　正恵 福原　邦子

（東洋大） （代々木ク） （京　樽）

坂本　涼子 新谷　由紀 大塚　民子

（吹田市民教室） （代々木ク） （日体ク）

星川　君枝 清水 真理子 長谷川 弘美

（ユナイテッドスチール） （畑村ク） （全日本女子プロ練習生）

岩間　利香 飯島　晶子 長谷川 勝栄

（ユナイテッドスチール） (京　樽） （代々木ク）

浦野　弥生 清水 美弥子 森松　由紀

（日体ク） （代々木ク） （吹田市民教室）

脇　恵衣子 日吉　晶子 井上　京子

（全日本女子プロ練習生） （代々木ク） （全日本女子プロ練習生）

川戸　朋子 船越　光子 　

（京都・宇治高） （壬生ちびっ子ク） 　
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+75

【女子】（12月４日＝東京・城西高、11日＝東京・後楽園ホール）
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（５月４～５日、東京・代々木第二体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

◎1988年


