
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

藤沢　信雄 神谷　修司 藤本　賢一 森脇　由晃 大西　浩三 飯島　雅弘

（大東大職） （大東大） （日体大） （和歌山教委） （門川農高教） （日体大）

高田　裕司 丸山　末吉 朝倉　利夫 宇野　勝彦 碇　桂輔 円　大海

（日体大研） （宇都宮商高教） （国士大） （桑名工高教） （国士大） （自衛隊）

佐々木　禎 藤田　義郎 片柳　三男 長内　清一 柏木　究 阿佐　雄二

（稲取高教） （八戸高教） （自衛隊） （八戸商高教） （国士大助） （自衛隊）

堀井　健一 多賀　恒雄 山崎　徳夫 西依　道雄 藤田　隆康 伊藤　公洋

（国士大教） （国士大） （和歌山県教委） （日体大） （日体大） （佐賀県教委）

平松　義高 宮原　章 小泉　清一 南　敏文 小林　武 松本　太

（自衛隊） （松永製あん） （八戸工高教） （滋賀県体協） （自衛隊） （日体大）

藤田　末広 川田　勝也 海沼　邦彦 鈴木　寛 長友　寧雄 野口　次男

（自衛隊） （日　大） （八戸工大） （法　大） （警視庁） （自衛隊）

鈴木　光 太田　章 田中　量 長谷川 正治 清水　輝夫 伊沢　厚

（日　大） （早　大） （明　大） （近藤建設） （専　大） （警視庁）

清水　一夫 三戸　豊治 世古　邦彦 藤田　芳弘 藤森　安一 宮田　有恒

（岡山日大高教） （警視庁） （国士大） （和歌山県教委） （日体大） （関西大）

谷津　嘉章 大湊　康訓 木下　敏行 吉田　幸雄 島村　和男 堀川　和宣

（日　大） （中　大） （大東大） （八戸市体育館） （大東大） （日　大）

森　康哲 アリ・サレヒ 宮安　晋 松永　清志 山本　邦寿

（自衛隊） （イラン＝拓大） （国士大） （日体大） （日体大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

藤沢　信雄 入江　隆 福井　一雄 森脇　由晃 佐々木 文和 工藤　武之

（大東大職） （自衛隊） （専　大） （和歌山教委） （日体大） （東農大）

高田　裕司 清水　清人 苅場　勇光 円　大海 朝倉　利夫 斎藤　秀雄

（日体大研） （日体大） （自衛隊） （自衛隊） （国士大） （国士大）

富山　英明 江藤　正基 佐々木　禎 阿佐　雄二 長内　清一 三沢　泰雄

（日　大） （自衛隊） （稲取高教） （自衛隊） （八戸商高教） （日体大）

山崎　徳夫 多賀　恒雄 藤田　良穂 田上　高 上妻　正文 伊藤　公洋

（城東中教） （国士大） （中　大） （伊佐農林高教） （自衛隊） （鹿児島県教委）

宮原　章 小泉　清一 横山　勝幸 南　敏文 木許　勝弘 森園　優

（松永製あん） （八戸工高教） （自衛隊） （滋賀県体協） （日体大） （自衛隊）

川田　勝也 藤田　末広 海沼　邦彦 野口　次男 鈴木　寛 道本　慶次

（日　大） （自衛隊） （自衛隊） （自衛隊） （本田技研） （熊野高教）

茂木　優 太田　章 伊藤　勝春 伊沢　厚 高西　一宏 今村　民夫

（秋田商高教） （早　大） （丸藤シートパイル） （警視庁） （徳島中央高教） （自衛隊）

清水　一夫 鈴木　光 浅野　修 藤田　芳弘 大山　隆 片山　東作

（岡山日大高教） （日　大） （筑波大研） （和歌山北高教） （日体大） （専　大）

山本　博 安藤　正哉 三戸　豊治 藤森　安一 堀川　和宣 小松　浩

（日　大） （日体大） （警視庁） （警視庁） （日　大） （明　大）

谷津　嘉章 松永　清志 宮内　輝和

（日　大） （和歌山武道館） （足利工大付高）

◎1977年  
（６月３～５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

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130

◎1978年  
（７月７～９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

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130



階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

藤沢　信雄 石川　利明 石川　真一 宮原　厚次 佐々木 文和 飯塚　信良

（大東大職） （日　大） （国士大） （自衛隊） （日体大） （日体大）

高田　裕司 清水　清人 元沢　正樹 朝倉　利夫 宇野　勝彦 浦本　善朗

（日体大研） （日南高教） （自衛隊） （国士大助） （桑名工高教） （日体大）

富山　英明 江藤　正基 苅場　勇光 柏木　究 長内　清一 阿佐　雄二

（日　大） （自衛隊） （自衛隊） （国士大助） （八戸商高教） （自衛隊）

多賀　恒雄 海老沢 正道 杉野　浩吉 藤田　隆康 館岡　正 田上　高

（国士大） （日体大） （自衛隊） （日体大ＯＢ） （国士大） （伊佐農林高教）

宮原　章 小泉　清一 小柳　義人 南　敏文 西依　道雄 森　新

（松永製あん） （八戸工高教） （明　大） （滋賀県体育館） （栃木県体育館） （日体大）

伊達 治一郎 川田　勝也 小柳 美代志 野口　次男 池乗　貞明 鈴木　誠一

（国士大教） （ユナイテッドスティール） （宇都宮商工高教） （自衛隊） （法　大） （日体大）

茂木　優 太田　章 長友　寧夫 伊沢　厚 高西　一宏 長谷川 正治

（秋田商高教） （早　大） （日南工高教） （警視庁） （徳島中央高教） （近藤建設）

鈴木　光 伊藤　勝春 浅野　修 藤田　芳弘 今村　民夫 堀川　和豊

（ユナイテッドスティール） （丸藤シートパイル） （千葉読売） （和歌山北高教） （自衛隊） （群馬県協会）

谷津　嘉章 山本　弘明 大湊　康訓 藤森　安一 小松　浩 吉田　幸雄

（日　大） （国士大） （日輪商運） （警視庁） （明　大） （八戸市消防署）

山本　邦寿 安藤　正哉 宮内　輝和 松永　清志 松井　保憲

（日体大） （日体大） （日　大） （和歌山武道館） （皇居警察）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

入江　隆 清水　清人 石川　利明 佐々木 文和 菊田　順宏 宮原　厚次

（自衛隊） （日南高教） （日　大） （日体大） （自衛隊） （自衛隊）

高田　裕司 元沢　正樹 小林　利典 朝倉　利夫 中村　文二 浦本　善朗

（日体大研） （自衛隊） （大東大） （国士大助） （和歌山県体協） （滋賀県体育館）

富山　英明 田中　琢磨 　 柏木　究 江藤　正基 大野　義弘

（日大研） （日　大） 　 （国士大助） （自衛隊） （山口県協会）

多賀　恒雄 山崎　徳夫 金子　博 長内　清一 杉野　浩吉 五十嵐　直

（国士大助） （城東中教） （館林高教） （三八教育事務所） （自衛隊） （日体大ＯＢ）

宮原　章 南　正昭 平松　義高 南　敏文 山口　勝之 松林　栄

（松永製あん） （都城高教） （自衛隊） （滋賀県体育館） （和歌山県教委） （島根県庁）

伊達 治一郎 海沼　邦彦 川田　勝也 野口　次男 谷　一郎 池乗　貞明

（国士大教） （自衛隊） （ユナイテッドスティール） （自衛隊） （日体大） （法　大）

太田　章 藤田　末広 茅原　功 高西　一宏 伊沢　厚 長島　偉之

（早　大） （自衛隊） （専　大） （徳島中央高教） （警視庁） （足利工高教）

清水　一夫 鈴木　光 伊藤　勝春 今村　民夫 藤田　芳弘 堀川　和豊

（岡山日大高教） （ユナイテッドスティール） （丸藤シートパイル） （自衛隊） （和歌山北高教） （堀川組）

谷津　嘉章 藤森　安一 吉田　幸雄 松井　保憲

（足利工大教） （警視庁） （八戸市消防署） （皇居警察）

森　康哲 安藤　正哉 山本　邦寿 宮内　輝和 松永　清志

（自衛隊） （日体大） （日体大） （日　大） （和歌山武道館）

◎1979年  
（６月22～24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

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130

◎1980年  
（４月27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

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130


