
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

工藤　章 山崎　正人 高村　勝義 今野　隆三 中垣内 雅雄 大西　浩三

（専　大） （中　大） （拓　大） （丸　紅） （自衛隊） （日体大）

高田　裕司 吉田　貞夫 新島　博正 平山 紘一郎 宇野　勝彦 田原　重則

（日体大） （米盛商事） （国士大） （自衛隊） （日体大） （拓　大）

吉田　栄勝 金子　博 菅　芳松 桜間　洋二 吉田　信夫 中根　和広

（専　大） （明　大） （自衛隊） （自衛隊） （紀北高教） （東京工高教）

斎藤　勝彦 前川　健吉 横溝　茂 平井 一十司 田上　高 鈴木　伸彦

（秋田経法大付高教） （国士大） （中　大） （自衛隊） （甲南高教） （明　大）

和田 喜久夫 七尾　秀敏 平松　義高 上東　正 小林　武 白石　俊次

（大都リッチランド） （国士大） （自衛隊） （日体大） （自衛隊） （尾鷲工高教）

出河　満男 山口　和男 伊藤　良和 伊沢　厚 正木　宏之 西村　盛正

（自衛隊） （鹿島高教） （専　大） （警視庁） （日体大） （勝　馬）

永野　要祐 茂木　優 伊藤　勝春 茂木　優 佐藤　貞雄 米山　守

（田辺高教） （国士大） （千葉荷役海運） （国士大） （大東大） （大東大）

飯野　祐邦 藤田　芳弘 三戸　豊治 藤田　芳弘 三戸　豊治 飯野　祐邦

（明　大） （国士大） （警視庁） （国士大） （警視庁） （明　大）

吉田　光雄 秋山　安成 柄沢　修 吉田　光雄 秋山　安成 斎藤　真

（専　大） （自衛隊） （警視庁） （専　大） （自衛隊） （浦安高教）

磯貝　頼秀 アリ・サレヒ 石井　信也 （出場なし）

（ゼネラル石油） （イラン＝拓大） （東海大） 　

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

工藤　章 平田　茂 前田　行雄 石田　和春 大西　浩三 高村　勝義

（専　大） （国士大） （大体大） （小玉合名） （日体大） （三重県庁）

高田　裕司 船津　薫 苅場　勇光 平山 紘一郎 宇野　勝彦 桜間　幸久

（日体大） （東洋大） （専　大） （自衛隊） （日体大） （戸田高教）

佐々木　禎 田中　忠道 金子　博 桜間　洋二 七尾　秀樹 　

（日体大） （福岡大教） （明　大） （自衛隊） （自衛隊） 　

斎藤　勝彦 前川　健吉 宮原　章 宮原　照彦 荒井　富夫 平井 一十司

（秋田経法大付高教） （国士大） （明　大） （鹿島実高教） （水戸南高教） （自衛隊）

菅原 弥三郎 和田 喜久夫 平松　義高 小林　武 白石　俊次 田上　高

（国士大） （大都リッチランド） （自衛隊） （自衛隊） （尾鷲工高教） （鹿屋農高教）

出河　満男 伊達 治一郎 石田　昭 長友　寧雄 野口　次男 野山　茂

（自衛隊） （国士大教） （明　大） （警視庁） （自衛隊） （大東大）

茂木　優 永野　要祐 小柳 美代志 佐藤　貞雄 伊沢　厚 高西　一宏

（秋田商高教） （田辺高教） （明　大） （大東大） （警視庁） （国士大）

鎌田　誠 飯野　祐邦 江幡　洋 藤田　芳弘 山口　勇雄 三戸　豊治

（自衛隊） （明　大） （慶　大） （国士大） （自衛隊） （警視庁）

斎藤　真 アリ・サレヒ 日比野 喜代治 吉田　光雄 秋山　安成 佐藤　晃司

（浦安高教） （イラン＝拓大） （自衛隊） （専　大） （自衛隊） （明　大）

磯貝　頼秀 石井　信也 城之内 大介 矢田　静雄 松永　清志

（ゼネラル石油） （東海大） （同志社大） （粉河高教） （日体大）

100 100

130 130

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（６月28～30日、三重・三重総合体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

100 100

130 130

◎1974年  

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（８月９～12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

◎1973年  



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

工藤　章 清水　清人 菊田　順宏 石田　和春 大西　浩三 森脇　由晃

（専　大） （日南高教） （自衛隊） （小玉合名） （スポーツ施設） （日体大）

高田　裕司 船津　薫 碇　桂輔 平山 紘一郎 宇野　勝彦 白　承錯

（日体大） （東洋大） （国士大） （自衛隊） （桑名工高教） （韓　国）

荒井　政雄 金子　博 江藤　正基 長内　清一 桜間 安　漢泳

（斎藤道場） （明　大） （自衛隊） （八戸商高教） （自衛隊） （韓　国）

梁　正模 前川　健吉 宮原　章 宮原　照彦 堀井　健一 平井 一十司

（韓　国） （自衛隊） （松永製あん） （鹿島実高教） （国士大） （自衛隊）

菅原 弥三郎 七尾　秀敏 和田 喜久夫 小林　武 上東　正 金　海溟

（国士大教） （本田技研） （大都リッチランド） （自衛隊） （神戸食肉） （韓　国）

出河　満男 伊達 治一郎 小柳 美代志 長友　寧雄 姜　竜植 野口　次男

（自衛隊） （国士大教） （明　大） （警視庁） （韓　国） （自衛隊）

茂木　優 畠山　仁美 伊藤　勝春 伊沢　厚 佐藤　貞雄 今村　民夫

（秋田商高教） （自衛隊） （丸藤シートパイル） （警視庁） （大東大） （自衛隊）

鎌田　誠 安部　段一 吉田　光雄 藤森　安一 藤田　芳弘 佐藤　晃司

（自衛隊） （日　大） （専　大） （日体大） （和歌山県庁） （明　大）

斎藤　真 清水　一夫 大湊　康訓 秋山　安成

（浦安高教） （大東大） （中　大） （自衛隊）

磯貝　頼秀 石井　信也 宮安　晋 松永　清志

（ゼネラル石油） （東海大） （専大付高） （日体大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

工藤　章 藤沢　信雄 大木　政美 森脇　由晃 石田　和春 平田　茂

（三信電気） （大東大職） （日体大） （日体大） （小玉合名） （国士大）

高田　裕司 苅場　勇光 　 平山 紘一郎 桜間　幸久 伊東　勇隆

（日体大研） （自衛隊） 　 （自衛隊） （向陽台工高教） （武相学園高教）

山路　明 荒井　政雄 佐々木　禎 菅　芳松 長内　清一 桜間　洋二

（国士大） （斎藤道場） （稲取高教） （自衛隊） （八戸商高教） （自衛隊）

上田　保隆 前川　健吉 　 宮原　照彦 堀井　健一 平井 一十司

（日体大研） （自衛隊） 　 （鹿町工高教） （国士大） （自衛隊）

菅原 弥三郎 平松　義高 小泉　清一 伊藤　公洋 小林　武 上東　正

（国士大教） （自衛隊） （八戸工高教） （佐賀県職） （自衛隊） （神戸食肉）

伊達 治一郎 小柳 美代志 竹内　啓吾 長友　寧雄 長島　偉之 野口　次男

（国士大教） （明　大） （日体大） （警視庁） （足利工高教） （自衛隊）

出河　満男 茂木　優 太田　章 高西　一宏 伊沢　厚 今村　民夫

（自衛隊） （秋田商高教） （早　大） （国士大職） （警視庁） （自衛隊）

谷津　嘉章 鎌田　誠 　 佐藤　貞雄 藤田　芳弘 藤森　安一

（日　大） （自衛隊） 　 （徳山大教） （和歌山県庁） （日体大）

清水　一夫 石井　信也 秋山　安成 堀川　和宣

（大東大） （東海大） （自衛隊） （日　大）

磯貝　頼秀 宮安　晋 松永　清志 森　康哲

（ゼネラル石油） （国士大） （日体大） （自衛隊）

100 100

130 130

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（４月28～29日、東京・東京体育館）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

100 100

130 130

◎1976年  

74 74

82 82

90 90

57 57

62 62

68 68

（６月５～８日、東京・早大記念会堂）

【フリースタイル】 【グレコローマン】

48 48

52 52

◎1975年  


