
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

吉田　嘉久 中田　茂男 勝村　靖夫 加藤　融 逢坂　敏明 干場

（法　大） （中　大） （日体大） （日体大） （東洋大） （日体大）

福田　富昭 池田　博志 宮内　孝憲 花原　勉 小泉　正喜 藤本　英男

（日　大） （中　大） （中　大） （日体大） （自衛隊） （日体大）

金子　正明 佐藤 多美治 宮本　克彦 間庭　秀夫 桜間　幸次 加藤　隆三

（自衛隊） （日野自動車） （法　大） （日体大ＯＢ） （自衛隊） （日体大）

河内　政彦 佐藤　明 佐藤　輝 宗村　宗二 伊藤　正勝 新庄　建彦

（明　大） （日体大） （中　大） （明　大） （専　大） （明　大）

渡辺　保夫 伊藤　勝春 馬渕　敏 田代　俊郎 亀井　三郎 藤井　照雄

（明　大） （日大ＯＢ） （日　大） （中大ＯＢ） （専　大） （明　大）

佐々木 竜雄 遠藤　茂 殿村　明大 開　健次郎 　 　

（自衛隊） （日　大） （明　大） （自衛隊） 　 　

平塚　博 伊藤　義人 田巻　裕 服部　勤 　 　

（法　大） （日体大） （慶　大） （日体大） 　 　

妹尾 武三郎 滝沢　信也 　 （出場なし） 　 　

（専　大） （日　大） 　 　 　 　

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

中田　茂男 勝村　靖夫 鈴木　宣之 月岡 金四郎 桜間　洋二 岡崎　巌

（中　大） （日体大） （日　大） （藤本企業） （自衛隊） （稲取高教）

田中　忠道 山中 宮内　孝憲 服部　正男 小泉　正喜 佐宮　悟

（法　大） （飯農高教） （中大ＯＢ） （明　大） （自衛隊） （早　大）

金子　正明 森田　武雄 原田　敏行 岩室　好純 間庭　秀夫 高橋　健介

（自衛隊） （群馬県協会） （専　大） （明大OB) （日体大ＯＢ） （明　大）

飛田　義治 清水　守 河内　政彦 宗村　宗二 高橋　征夫 松浪 健四郎

（中　大） （東洋大） （明　大） （明大OB) （桐蔭高教） （日体大）

渡辺　保夫 馬渕　敏 殿村　明大 藤井　照雄 鈴木　裕司 藤本　善明

（明　大） （日　大） （明　大） （明　大） （専　大） （自衛隊）

佐々木 竜雄 鈴木　協夫 笹川　一夫 開　健次郎 赤坂　博 　

（自衛隊） （明　大） （日　大） （自衛隊） （明　大） 　

川野　俊一 伊藤　義人 田巻　裕 服部　勤 斎藤　八郎 　

（自衛隊） （日体大） （慶　大） （日体大） （明　大） 　

滝沢　信也 妹尾 武三郎 矢田　静雄 （出場なし） 　 　

（日　大） （専　大） （日体大） 　 　 　
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【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

吉田　義勝 勝村　靖夫 安　元 杉山　三郎 平山 紘一郎 リウバルコ

（明治乳業） （日体大） （日　大） （日体大） （自衛隊） （ソ　連）

上武 洋次郎 アリ・アリエフ 池田　博志 カザコフ 花原　勉 桜間　幸次

（オクラホマ州立大） （ソ　連） （立花整美） （ソ　連） （日体大教） （自衛隊）

森田　武雄 アプドルベコフ 狩野　一久 藤本　英男 加藤　隆三 岩室　好純

（館林高教） （ソ　連） （明　大） （日体大教） （向陽高教） （日本スタミノン）

ベリアシビリ 河内　政彦 堀内　岩雄 宗村　宗二 サプノフ 松浪 健四郎

（ソ　連） （明　大） （電々公社） （大谷運輸） （ソ　連） （日体大）

シャクムラドフ 佐々木 竜雄 田代　俊郎 イグメノフ 藤本 藤井　照雄

（ソ　連） （自衛隊） （中大職） （ソ　連） （自衛隊） （郡山紡績）

グレビッチ 鈴木　協夫 伊藤　義人 プリアーゼ 開　健次郎 伊藤　義人

（ソ　連） （明　大） （日体大） （ソ　連） （自衛隊） （日体大）

ロミーゼ 川野　俊一 佐藤 ヤコベンコ 長尾　猛司 波山　竜美

（ソ　連） （自衛隊） （明　大） （ソ　連） （自衛隊） （群上紡績）

滝沢　信也 磯貝　頼秀 妹尾 武三郎 矢田　静雄 滝沢　信也 佐藤　勇夫

（日　大） （習志野高） （専　大） （日体大） （日　大） （利根商高教）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

加藤 喜代美 常川　治久 大津　信行 平山 紘一郎 平池　雄三 渡辺　正明

（専　大） （拓　大） （慶　大） （自衛隊） （関　大） （法　大）

中島　俊美 吉田　貞夫 柳田　英明 七尾　秀樹 小泉　正喜 桜間　洋二

（日体大） （米盛商事） （国士大） （国士大） （自衛隊） （自衛隊）

藤本　英男 池野　哲也 一ノ関 敏昭 藤本　英男 野田　秀彦 菅沼　啓安

（日体大教） （中　大） （国士大） （日体大教） （日体大） （関学大）

渡辺　正孝 林　富夫 出河　満男 荒木　裕治 長井　暁 高橋　征夫

（早　大） （日体大） （自衛隊） （日体大） （関　大） （和歌山北高教）

佐藤　明弘 岡　唯勝 長谷川 恒夫 岡　唯勝 藤井　照雄 倉橋　裕

（大東大職） （国士大教） （早　大） （国士大教） （郡山紡績） （関　大）

三戸　豊司 安井　慎一 佐藤　喜信 谷　公市 　 　

（専　大） （中　大） （明　大） （国士大） 　 　

正木　照夫 平塚　博 青柳　泰任 矢田　静雄 　 　

（拓　大） （警視庁） （大東大） （日体大） 　 　

（出場なし） 　 　 （出場なし） 　 　
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◎1968年
（69年２月28日～３月２日、大阪・東淀川体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】
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◎1967年
（68年３月7～10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】
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