
階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

入江　隆 矢作　章 高橋　成敏 佐々木 文和 福山　雄二 純浦　文夫

（自衛隊） （日　大） （専　大） （島根県協会） （自衛隊） （アイシン精機）

朝倉　利夫 佐藤　満 小林　利典 宮原　厚次 鈴木 貫太郎 浦本　善朗

（国士大助） （日体大） （群馬県庁） （自衛隊） （日体大） （滋賀県体育館）

富山　英明 滝田　達也 上野　宏之 阿佐　雄二 水谷　一也 中村　文二

（日大教） （日　大） （日体大） （自衛隊） （日体大）  

杉野　浩吉 金子　博 五位塚　悟 長内　清一 藤田　勅 五十嵐　直

（自衛隊） （西邑楽高教） （大東大） （三八教育事務所） （自衛隊） （平養護学教）

上村　政和 南　正昭 高橋　博樹 南　敏文 山口　勝之 西依　道雄

（日　大） （都城高教） （深川小教） （滋賀県体育館） （和歌山県教委） （馬頭高教）

田谷　久男 海沼　邦彦 菊池　隆 谷　一郎 長谷川 弘幸 池乗　貞明

（自衛隊） （ユナイテッドスティール） （大東大） （日体大） （中　大） （法　大）

太田　章 福田　勝彦 木村　年貴 伊沢　厚 東出　徹 長島　偉之

（早大助） （武相高教） （滋賀文化事業団） （警視庁） （日体大） （足利工高教）

鈴木　光 浅野　修 大久保 正男 今村　民夫 鈴木　寛 向井　孝博

（ユナイテッドスティール） （泉高教） （大東大） （自衛隊） （本田技研） （自衛隊）

安藤　正哉 石川　淳 山本　博 藤田　芳弘 藤森　安一 渡辺　明

（日体大） （自衛隊） （足利市体育館） （和歌山北高教） （警視庁） （日体大）

松永　清志 山本　邦寿 田端　久和 竹中　徹 武田　高広 小松　浩

（和歌山県教委） （滋賀文化事業団） （法　大） （中　大） （専　大） （東武トラベル）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

石川　真一 小林　孝至 清水　利多 斎藤　育造 文田　敏郎 蝦名　康一

（国士大） （日　大） （東洋大） （専　大） （日体大） （自衛隊）

朝倉　利夫 佐藤　満 小林　利典 宮原　厚次 浦本　善朗 鈴木 貫太郎

（鹿児島県体協） （日体大） （群馬県スポーツ振興事業団） （自衛隊） （滋賀県体育館） （日体大）

富山　英明 滝田　達也 上野　宏之 柏木　究 江藤　正基 三宅　正徳

（日大教） （日　大） （館林高教） （国士大助） （自衛隊） （日体大）

金子　博 栄　和人 杉野　浩吉 長内　清一 田上　高 五十嵐　直

（西邑楽高教） （日体大） （自衛隊） （三八教育事務所） （伊佐農林高教） （平養護学教）

上村　政和 守田　武史 宮原　章 南　敏文 作田　勝弘 松林　栄

（日　大） （国士大） （松永製あん） （滋賀県体育館） （自衛隊） （島根県庁）

菊池　隆 田谷　久男 岸本　茂範 向井　孝博 谷　一郎 鈴木　誠一

（和歌山県教委） （自衛隊） （中　大） （自衛隊） （太田工高教） （本田技研）

茂木　優 伊藤　勝春 長島　偉之 森山　泰年 伊沢　厚 清水　輝夫

（秋田商高教） （丸藤シートパイル） （足利工高教） （自衛隊） （警視庁） （群馬県スポーツ振興事業団）

太田　章 浅野　修 山本　隆 保坂　竹道 鈴木　寛 向井　孝博

（早大助） （泉高教） 　 （北日本通商） （本田技研） （自衛隊）

石川　淳 鈴木　光 平山　進 藤田　芳弘 藤森　安一 谷口　聖平

（自衛隊） （ユナイテッドスティール） （滋賀県体育館） （和歌山北高教） （警視庁） （木口道場）

松永　清志 石森　宏一 山本　邦寿 三宅　勝 石井　信也 小松　浩

（和歌山県教委） （大阪体大） （滋賀県体育館） （専　大） （中原中教） （東武トラベル）

◎1981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

52 52

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130

◎1982年  
（７月９～11日、群馬・城沼総合体育館）

【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

入江　隆 石川　真一 小林　孝至 佐々木 文和 斎藤　育造 蝦名　康一

（自衛隊） （国士大教） （日　大） （松枝四中教） （和歌山県教委） （自衛隊）

朝倉　利夫 佐藤　満 矢作　章 宮原　厚次 大川　秀和 河本　勲

（国士大教） （日体大） （日　大） （自衛隊） （日体大） （自衛隊）

富山　英明 上野　宏之 元沢　正樹 江藤　正基 三宅　正徳 浦本　善朗

（日大教） （館林高教） （自衛隊） （自衛隊） （日体大） （甲西中教）

栄　和人 金子　博 多賀　恒雄 大久保 康裕 芦野　茂美 長内　清一

（奈良県教委） （西邑楽高教） （国士大研） （自衛隊） （日体大） （三八教育事務所）

杉野　浩吉 上村　政和 森　巧 山口　勝之 作田　勝弘 西依　道雄

（自衛隊） （警視庁） （国士大） （和歌山県教委） （自衛隊） （馬頭高教）

菊池　隆 田谷　久男 樋口　直己 向井　孝博 谷　一郎 南　敏文

（和歌山県教委） （自衛隊） （奈良県体協） （自衛隊） （太田工高教） （日野高教）

長島　偉之 湯川　栄光 木村　年貴 森山　泰年 伊沢　厚 清水　輝夫

（足利工高教） （拓　大） （長浜農高教） （自衛隊） （警視庁） （群馬県スポーツ振興事業団）

太田　章 対馬　正敏 富田　栄作 今村　民夫 馳　浩 鈴木　寛

（早大助） （自衛隊） （ニチエー） （自衛隊） （星陵高教） （本田技研）

本田　多聞 浅野　修 平山　進 藤田　芳弘 谷口　聖平 堀　正治

（日　大） （泉高教） （甲西中教） （和歌山北高教） （木口道場） （専　大）

石森　宏一 山本　邦寿 浅井　功 松永　清志 武田　高広 三宅　勝

（大阪体大） （八日市南高教） （日体大） （和歌山県教委） （専　大） （専　大）

階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位 階級 優　　勝 ２　　位 ３　　位

入江　隆 小林　孝至 石川　真一 斎藤　育造 佐々木 文和 蝦名　康一

（自衛隊） （日　大） （国士大教） （和歌山県教委） （松枝四中教） （自衛隊）

高田　裕司 佐藤　満 小林　利典 宮原　厚次 朝倉　利夫 柏木　研究

（館林高教） （日体大研） （群馬県スポーツ振興事業団） （自衛隊） （国士大助） （鳴門工高教）

富山　英明 森岡　敬志 井上　智明 江藤　正基 三宅　正徳 小山内 喜秀

（日大教） （日体大） （築上西高教） （自衛隊） （大垣養護学教） （自衛隊）

赤石　光生 栄　和人 多賀　恒雄 長内　清一 大久保 康裕 野辺　洋和

（日　大） （奈良県教委） （明大助） （三八教育事務所） （自衛隊） （日体大）

上村　政和 五位塚　悟 杉野　浩吉 根本　誠次 中島　光正 中嶋　則行

（警視庁） （山梨県運動公園管理事務所） （自衛隊） （藤代紫水高教） （とりせん） （長野県協会）

樋口　直己 菊池　隆 岸本　茂範 向井　孝博 谷　一郎 伊藤　広道

（奈良県体協） （和歌山県教委） （岸本牧場） （自衛隊） （沼田高教） （自衛隊）

長島　偉之 岡嶋　克史 赤石　明雄 森山　泰年 東出　徹 伊沢　厚

（足利工高教） （甲南中教） （国士大） （自衛隊） （奈良県体協） （警視庁）

太田　章 対馬　正敏 保坂　竹道 馳　浩 今村　民夫 武藤　光一

（早大助） （自衛隊） （自衛隊） （星陵高教） （自衛隊） （日体大）

本田　多聞 浅野　修 平山　進 藤田　芳弘 藤森　安一

（日　大） （泉高教） （信楽高教） （和歌山北高教） （警視庁）

石森　宏一 猿田　充 森　康哲 安藤　正哉 松永　清志 大川　浩一

（大阪体大） （国士大） （山瀬農協） （安藤コンクリート） （和歌山県教委） （日　大）

◎1983年  
（７月１～２日、東京・駒沢体育館）

【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

◎1984年  
（５月12～13日、茨城・茨城県スポーツセンター） （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

52 52

57 57

62 62

68 68

74 74

82 82

90 90

100 100

130 130


