
第 41 回 令和4年度 山谷えり子 （東　京） 吉田　忠征 （栃　木） 矢野　博志 （東　京） 中塚祥一郎 （東　京） 櫟原　利明 （東　京）

第 40 回 令和3年度 江渡　聡徳 （青　森） 北　　哲郎 （鹿児島） 加藤　浩二 （東　京） 宇佐美義光 （愛　知） 桑森　真介 （東　京）

令和2年度 （コロナ禍により実施せず）

第 39 回 令和元年度 三藤　芳生 （埼　玉） 橘川　謙三 （富　山） 岩立　三郎 （千　葉） 林　　文夫 （兵　庫） 出村　克宣 （東　京）

第 38 回 平成30年度 太田　昭宏 （東　京） 中村　良三 （茨　城） 佐藤　成明 （茨　城） 岡﨑　廣志 （山　形） 中山　国久 （東　京）

第 37 回 平成29年度 川端　達夫 （滋　賀） 野村　基次 （奈　良） 鳥居　泰彦 （東　京） 柴田　　猛 （茨　城） 竹内　晋岝 （愛　知）

第 36 回 平成28年度 續　　訓弘 （東　京） 岡本　光弘 （青　森） 奥島　快男 （京　都） 石川　武夫 （東　京） 平賀　勝利 （東　京）

第 35 回 平成27年度 中曽根弘文 （群　馬） 関根　　忍 （東　京） 福本　修二 （東　京） （千　葉） 大野　孝弘 （神奈川）

第 34 回 平成26年度 塩谷　　立 （東　京） 五十嵐寛司 （新　潟） 武安　義光 （東　京） 上田　正康 （京　都） 南　　和文 （東　京）

第 33 回 平成25年度 河村　建夫 （東　京） 上野　貞紀 （神奈川） （熊　本） 田中　英壽 （東　京）

第 32 回 平成24年度 安西　邦夫 （東　京） 佐藤　宣践 （神奈川） 松永　政美 （東　京） 宮澤　　廣 （長　野） 松尾　新吾 （福　岡）

第 31 回 平成23年度 中山　成彬 （宮　崎） 加藤　秀雄 （奈　良） 児島　　克 （鹿児島） 朝隈　敏子 （福　岡） 清水　武男 （大　阪）

第 30 回 平成22年度 玉越　良介 （東　京） 佐藤　博信 （東　京） 松沢　　岳 （埼　玉） 近藤　弘行 （愛　知）

第 29 回 平成21年度 荒木　　浩 （東　京） 須坂　春樹 （神奈川） 加賀谷誠一 （東　京） 野呂　健吉 （北海道） 増田　六郎 （東　京）

第 28 回 平成20年度 森　　英介 （東　京） 中谷　雄英 （広　島） 羽賀　忠利 （静　岡） 山下三ヶ十 （鹿児島） 北村　光雄 （大　阪）

第 27 回 平成19年度 島村　宜伸 （東　京） 長谷川博之 （埼　玉） 奥園　國義 （大　阪） 齋田　德明 （福　岡） 佐藤　　功 （東　京）

第 26 回 平成18年度 青木　勝彦 （東　京） 岡本榮八郎 （長　野） 谷口　安則 （福　岡） 鈴木　住尚 （和歌山） 濱洲　昌明 （熊　本）

第 25 回 平成17年度 高村　正彦 （東　京） 松下　三郎 （東　京） 堀籠　敬藏 （宮　城） 中嶋　　榮 （東　京） 野見　典展 （和歌山）

第 24 回 平成16年度 井上　　裕 （千　葉） 冲永　荘一 （東　京） 阿部　三郎 （東　京） 鈴木　三成 （静　岡） 木村　守男 （青　森）

第 23 回 平成15年度 松前　達郎 （東　京） 阿南　惟正 （東　京） 森島　健男 （東　京） 関　　宗長 （茨　城） 森山　憲一 （埼　玉）

第 22 回 平成14年度 臼井日出男 （千　葉） 髙梨　幸輔 （北海道） 中村　龍夫 （東　京） 浦上　博子 （東　京） 瀬在　幸安 （東　京）

第 21 回 平成13年度 奥田　幹生 （京　都） 蓮見　　弘 （埼　玉） 谷　鐐吉郎 （愛　知） 伊賀上　同 （愛　媛） 神山　榮一 （東　京）

第 20 回 平成12年度 檜垣德太郎 （神奈川） 大矢喜久雄 （愛　知） 西　　善延 （大　阪） 五十嵐義夫 （山　形） 吉田　清治 （福　岡）

第 19 回 平成11年度 永野　　健 （東　京） 米澤　三郎 （大　阪） 吉田市太郎 （京　都） 濱　　與祐 （長　野） 笹井　　章 （東　京）

第 18 回 平成10年度 齋藤　　裕 （東　京） 向　　健三 （富　山） 松本　良諄 （大　阪） 竹内　　修 （兵　庫） 木村　正春 （兵　庫）

第 17 回 平成9年度 片岡　勝治 （神奈川） 玉城　盛源 （沖　縄） 石原　忠美 （岡　山） 森永　良雄 （福　岡） 横地　治男 （東　京）

第 16 回 平成8年度 山口　吉暉 （千　葉） 川口　一郎 （広　島） 佐伯　太郎 （福　岡） 大沢　万治 （岩　手） 塔尾　武夫 （神奈川）

第 15 回 平成7年度 松永　　光 （埼　玉） 藤田　弘明 （福　岡） 菅原恵三郎 （北海道） 山西　守衛 （徳　島） 新沢　順悦 （東　京）

第 14 回 平成6年度 三塚　　博 （東　京） 細川　熊藏 （東　京） 植田　　一 （香　川） 増田美和榮 （奈　良） 小濱　新次 （神奈川）

第 13 回 平成5年度 塩川正十郎 （東　京） 佐藤儀一郎 （宮　城） 小笠原三郎 （栃　木） 鴨川乃武幸 （長　崎） 村上　幸弘 （兵　庫）

第 12 回 平成4年度 坂本三十次 （東　京） 横地　治男 （東　京） 中倉　　清 （東　京） 志々目義宏 （鹿児島） 禱　　厚巳 （大　阪）

第 11 回 平成3年度 松前　重義 （東　京） 姿　　節雄 （千　葉） 乙藤　市蔵 （福　岡） 魚住　文衛 （愛　知） 成田　　一 （青　森）

第 10 回 平成2年度 村山　喜市 （東　京） 岩崎　茂成 （福　岡） 紙本　榮一 （山　口） 八反田角五郎 （東　京） 仮谷　志良 （和歌山）

第 9 回 平成元年度 原　文兵衛 （東　京） 小川　直也 （東　京） 大野操一郎 （東　京） 石岡　久夫 （東　京） 山口　敏之 （北海道）

第 8 回 昭和63年度 大和　与一 （東　京） 斉藤　　仁 （東　京） 小川忠太郎 （東　京） 樋口　恒通 （三　重） 有松　義勝 （岡　山）

第 7 回 昭和62年度 加藤　武徳 （東　京） 堀口　　清 （東　京） 土屋吉太郎 （東　京） 森口　忠造 （千　葉）

第 6 回 昭和61年度 江﨑　真澄 （東　京） 植竹　春彦 （栃　木） 窪田真太郎 （東　京） 松村　　豊 （東　京）

毛利　松平 （東　京） 小城　満睦 （福　岡） 金子　清則 （熊　本） 竹下喜八郎 （東　京）

辻原　弘市 （東　京）

第 4 回 昭和59年度 山下　泰裕 （神奈川） 増田　真夫 （神奈川） 村上　　久 （東　京） 善村　良中 （滋　賀）

第 3 回 昭和58年度 山中　吾郎 （東　京） 安西　　浩 （東　京） 小沢　　丘 （埼　玉） 斎藤　友治 （群　馬） 西村　一喜 （高　知）

第 2 回 昭和57年度 福田　利光 （福　岡） 野田　　孝 （兵　庫） 福原　郁郎 （東　京） 宮下　与吉 （石　川）

庄子　宗光 （神奈川） 中野　慶吉 （茨　城） 枡岡　　智 （神奈川）

大谷　一雄 （大　阪） 百合野　稔 （福　岡） 藤川　誠勝 （東　京）

柔道 剣道 弓道
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第　1　回 昭和56年度

第　５　回 昭和60年度

日本武道館


