
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

今泉　雄策 生出　正男 鳥倉　鶴久 梶川　雅史 生出　正男 阿部

（中　大） （中　大） （専　大） （明　大） （中　大） （明大ＯＢ）

風間　貞勝 金子　正明 藤田　嘉雄 市口　政光 桜間　幸次 山本　悠二

（中大ＯＢ） （専　大） （明　大） （関西大） （日体大ＯＢ） （中　大）

渡辺　長武 佐藤　多美治 小畑　武二 藤田　徳明 笹渕　五夫 高比良 政利

（中　大） （中　大） （中　大） （日体大） （日体大） （拓　大）

阿部　一男 川口　泰二 相沢　秀平 沢内　敏行 阿部　勲 阿久津 英紀

（明大ＯＢ） （中　大） （中　大） （専　大） （日　大） （明　大）

兼子　隆 中嶋　治郎 井川 三千男 佐々木 洋一 北村　光治 図師田　司

（中大ＯＢ） （早　大） （中　大） （明　大） （中大ＯＢ） （中　大）

石川　忠男 風間　貞夫 山本 風間　貞夫 田代　俊郎 柴田　勝夫

（日　大） （明　大） （法大ＯＢ） （明　大） （中　大） （日体大）

川野　俊一 荒井　真 浦田　昇 浦田　昇 丸山 織部

（法大OB) （専　大） （中　大） （中　大） （明大ＯＢ） （明　大）

杉山　恒治 　 　 稲葉　泰久 杉山　恒治 　

（明　大） 　 　 （日　大） （明　大） 　

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

原田　紀之 鳥倉　鶴久 馬場　邦彦 花原　勉 桜間　幸次 稲野　隆久

（自衛隊） （専大OB） （立　大） （日体大） （自衛隊） （法　大）

浅井　正 風間　貞勝 上武 洋次郎 市川　政光 原　三男 大島　紀夫

（中大ＯＢ） （中大ＯＢ） （早　大） （富士商会） （立　大） （明　大）

渡辺　長武 坂本 佐藤　多美治 藤田　徳明 高樹　棟男 笹渕　五夫

（中　大） （三井ラジエーター） （中大ＯＢ） （日体大） （明　大） （日体大）

阿部　一男 川口　泰二 堀内　岩雄 佐々木 洋一 沢内　敏行 阿部

（明大ＯＢ） （栄泉交通） （日　大） （明　大） （専大ＯＢ） （丸大洋紙店）

兼子　隆 風間　貞夫 石川　忠男 井川 三千男 風間 高橋

（中大ＯＢ） （明　大） （日大ＯＢ） （中　大） （中　大） （近　大）

川野　俊一 佐々木 竜雄 渡辺 波山　竜美 田代　俊郎 安田　善彦

（自衛隊） （日　大） （日大ＯＢ） （明　大） （中　大） （法　大）

高木　春雄 関　二郎 斎藤　昌典 浦田　昇 　 　

（明大ＯＢ） （関興業） （明　大） （中　大） 　 　

（出場なし） 　 　 （出場なし） 　 　
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（７月12～13日、茨城・茨城県営体育館） （７月14～15日、茨城・茨城県営体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】
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◎1962年

67 67
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79 79
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57 57
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◎1961年
（９月１～３日、岐阜・大垣市スポーツセンター） （９月30日～10月１日、東京・青山レスリング会館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

今泉　雄策 吉田　義勝 原田　紀之 花原　勉 岡崎　巌 クプチク

（杉浦製作所） （日　大） （自衛隊） （日体大ＯＢ） （日体大） （ハンガリー）

原　三男 金子　正明 斎藤　嘉章 市口　政光 小泉　正喜 バルガ

（立　大） （自衛隊） （中　大） （富士商会） （専　大） （ハンガリー）

渡辺　長武 佐藤 多美治 岩上　竹三 大島　紀夫 グトマン 佐藤 多美治

（中大ＯＢ） （日野自動車） （明　大） （三友製作所） （ハンガリー） （日野自動車）

堀内　岩雄 西森　義之 清水　守 ブラルカ 阿久津 英紀 ポリヤク

（日　大） （中　大） （東洋大） （ルーマニア） （東京マーケット） （ハンガリー）

兼子　隆 ラール 織部　公博 風間　貞夫 ホルバト 波山　竜美

（中大学友会） （米　国） （自衛隊） （新潟放送） （ユーゴスラビア） （明　大）

佐々木 竜雄 キャミレイ 相原　昇 タナシク キャミレリ 浦田　昇

（日　大） （米　国） （日体大） （ユーゴスラビア） （米　国） （中　大）

ブランド 斎藤　昌典 高木　春雄 チェチチ ブランド 中浦　章

（米　国） （明　大） （京浜土地） （ユーゴスラビア） （米　国） （東　レ）

クリストフ 稲葉　泰久 福田　健三 パビチュビッチ 森田　祥業 稲葉　泰久

（米　国） （日　大） （極東電気工業） （ユーゴスラビア） （警視庁） （日　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉田　義勝 吉田　嘉久 原田　紀之 花原　勉 山本 月岡 金四郎

（日　大） （法　大） （自衛隊） （日体大ＯＢ） （関　大） （法　大）

上武 洋次郎 原　三男 福田　富昭 市川　政光 山方 金長　正之

（オクラホマ州立大） （立大ＯＢ） （日　大） （辰野ＫＫ） （明　大） （日　大）

渡辺　長武 佐藤　隆夫 池田　正 桜間　幸次 岩室　好純 笹渕　五夫

（中大ＯＢ） （明　大） （明　大） （自衛隊） （三喜トヨペット） （日体大）

堀内　岩雄 阿部　治雄 原田 宗村　宗二 藤田　徳明 川又　宗司

（電々公社） （日　大） （関根屋旅館） （明　大） （日体大助手） （日体大）

渡辺　保夫 阿部 伊藤　勝春 風間　貞夫 田代　俊郎 井川 三千男

（明　大） （丸大用紙店） （日　大） （新潟放送） （中　大） （日野自動車）

佐々木 竜雄 川端 　 波山　竜美 開　健次郎 斎藤　昌典

（日　大） （同志社大） 　 （明大OB) （自衛隊） （明　大）

川野　俊一 大塚　勇 斎藤　謙治 中浦　章 相原　昇 　

（自衛隊） （三井生命） （早　大） （東　レ） （日体大） 　

斎藤　昌典 関 稲葉 斎藤　昌典 杉山　恒治 関

（明　大） （東京宅地開発） （町田電話局） （明　大） （東京観光ホテル） （東京宅地開発）
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◎1964年
（８月21～24日、東京・駒沢体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

52 52

87 87

97 97

+97 +97

63 63

70 70

78 78

【フリースタイル】 【グレコローマン】

52 52

57 57

◎1963年
（10月14～16日、千葉・千葉県営体育館） （10月12～13日、神奈川・川崎市体育館）


