
第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会

第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会

第　４回　全日本社会人　アームレスリング大会第　４回　全日本社会人　アームレスリング大会第　４回　全日本社会人　アームレスリング大会第　４回　全日本社会人　アームレスリング大会

第１３回　埼玉県　アームレスリング大会第１３回　埼玉県　アームレスリング大会第１３回　埼玉県　アームレスリング大会第１３回　埼玉県　アームレスリング大会

第　３回　ガッチリ番長大会第　３回　ガッチリ番長大会第　３回　ガッチリ番長大会第　３回　ガッチリ番長大会

上記の大会が、2009年5月３日に埼玉県の馬宮ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰで行われました。

結果は下記のとおりです。

左左左左 上杉　大和　●●上杉　大和　●●上杉　大和　●●上杉　大和　●●埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 山本　尚功山本　尚功山本　尚功山本　尚功 三重県三重県三重県三重県 ―――― ――――
右右右右 上杉　大和　●●上杉　大和　●●上杉　大和　●●上杉　大和　●●埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 山本　尚功山本　尚功山本　尚功山本　尚功 三重県三重県三重県三重県 ―――― ――――
左左左左 榎本　達也榎本　達也榎本　達也榎本　達也 三重県三重県三重県三重県 星野　裕俊星野　裕俊星野　裕俊星野　裕俊 東京都東京都東京都東京都 淀川　誠也淀川　誠也淀川　誠也淀川　誠也 福岡県福岡県福岡県福岡県
右右右右 淀川　誠也淀川　誠也淀川　誠也淀川　誠也 福岡県福岡県福岡県福岡県 星野　裕俊星野　裕俊星野　裕俊星野　裕俊 東京都東京都東京都東京都 溝尻　正章溝尻　正章溝尻　正章溝尻　正章 大分県大分県大分県大分県
左左左左 仲西　　毅仲西　　毅仲西　　毅仲西　　毅 和歌山和歌山和歌山和歌山 村山　翔太村山　翔太村山　翔太村山　翔太 福島県福島県福島県福島県 水戸　洸睦水戸　洸睦水戸　洸睦水戸　洸睦 千葉県千葉県千葉県千葉県
右右右右 八木　達也八木　達也八木　達也八木　達也 東京都東京都東京都東京都 仲西　　毅仲西　　毅仲西　　毅仲西　　毅 和歌山和歌山和歌山和歌山 畑野　洋介畑野　洋介畑野　洋介畑野　洋介 和歌山和歌山和歌山和歌山

４０歳代４０歳代４０歳代４０歳代
左左左左 中山　尚佑中山　尚佑中山　尚佑中山　尚佑 大阪府大阪府大阪府大阪府 今井　佳久今井　佳久今井　佳久今井　佳久 長野県長野県長野県長野県 石原　寛之石原　寛之石原　寛之石原　寛之 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県
右右右右 中山　尚佑中山　尚佑中山　尚佑中山　尚佑 大阪府大阪府大阪府大阪府 石原　寛之石原　寛之石原　寛之石原　寛之 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 正木　信幸正木　信幸正木　信幸正木　信幸 福島県福島県福島県福島県
左左左左 永田　康博永田　康博永田　康博永田　康博 北海道北海道北海道北海道 須川　早苗須川　早苗須川　早苗須川　早苗 岩手県岩手県岩手県岩手県 丸山　和成丸山　和成丸山　和成丸山　和成 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
右右右右 正木　克徳正木　克徳正木　克徳正木　克徳 福島県福島県福島県福島県 濱口　正和濱口　正和濱口　正和濱口　正和 山口県山口県山口県山口県 ―――― ――――
左左左左 清本　秀文清本　秀文清本　秀文清本　秀文 京都府京都府京都府京都府 須川　早苗須川　早苗須川　早苗須川　早苗 岩手県岩手県岩手県岩手県 ―――― ――――
右右右右 清本　秀文清本　秀文清本　秀文清本　秀文 京都府京都府京都府京都府 藤井　和雄藤井　和雄藤井　和雄藤井　和雄 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県

５０歳代５０歳代５０歳代５０歳代
左左左左 吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 町田　幸蔵町田　幸蔵町田　幸蔵町田　幸蔵 東京都東京都東京都東京都 ―――― ――――
右右右右 吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 町田　幸蔵町田　幸蔵町田　幸蔵町田　幸蔵 東京都東京都東京都東京都 ―――― ――――
左左左左 永田　康博永田　康博永田　康博永田　康博 北海道北海道北海道北海道 吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司吉井　俊司 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 田中　克幸田中　克幸田中　克幸田中　克幸 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県
右右右右 華山富士雄華山富士雄華山富士雄華山富士雄 広島県広島県広島県広島県 田中　克幸田中　克幸田中　克幸田中　克幸 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 工藤　　力工藤　　力工藤　　力工藤　　力 青森県青森県青森県青森県
左左左左 山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 井上　真悟井上　真悟井上　真悟井上　真悟 神奈川神奈川神奈川神奈川 工藤　　力工藤　　力工藤　　力工藤　　力 青森県青森県青森県青森県
右右右右 山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳山内　豊徳 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 井上　真悟井上　真悟井上　真悟井上　真悟 神奈川神奈川神奈川神奈川 工藤　　力工藤　　力工藤　　力工藤　　力 青森県青森県青森県青森県

６０歳代６０歳代６０歳代６０歳代
左左左左 中原　誠司中原　誠司中原　誠司中原　誠司 宮城県宮城県宮城県宮城県 佐山　隆司佐山　隆司佐山　隆司佐山　隆司 佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県 武居　　慧武居　　慧武居　　慧武居　　慧 福島県福島県福島県福島県
右右右右 中原　誠司中原　誠司中原　誠司中原　誠司 宮城県宮城県宮城県宮城県 武居　　慧武居　　慧武居　　慧武居　　慧 福島県福島県福島県福島県 郭　　元基郭　　元基郭　　元基郭　　元基 神奈川神奈川神奈川神奈川
左左左左 中原　誠司中原　誠司中原　誠司中原　誠司 宮城県宮城県宮城県宮城県 武居　　慧武居　　慧武居　　慧武居　　慧 福島県福島県福島県福島県 ―――― ――――
右右右右 中原　誠司中原　誠司中原　誠司中原　誠司 宮城県宮城県宮城県宮城県 武居　　慧武居　　慧武居　　慧武居　　慧 福島県福島県福島県福島県 ―――― ――――

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

■第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会■第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会■第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会■第２１回　全日本ジュニア　アームレスリング大会

■第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会■第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会■第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会■第１６回　全日本マスターズ　アームレスリング大会

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級

－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級

＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級

－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級

＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級＋80ｋｇ級

－65ｋｇ級－65ｋｇ級－65ｋｇ級－65ｋｇ級

大　会　の　結　果大　会　の　結　果大　会　の　結　果大　会　の　結　果

－65ｋｇ級－65ｋｇ級－65ｋｇ級－65ｋｇ級

－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級

+75ｋｇ級+75ｋｇ級+75ｋｇ級+75ｋｇ級

－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級

＋75ｋｇ級＋75ｋｇ級＋75ｋｇ級＋75ｋｇ級



左左左左 中島　伸夫中島　伸夫中島　伸夫中島　伸夫 広島県広島県広島県広島県 吉田　健一吉田　健一吉田　健一吉田　健一 香川県香川県香川県香川県 近藤　洋平近藤　洋平近藤　洋平近藤　洋平 東京都東京都東京都東京都
右右右右 壇上　充寛壇上　充寛壇上　充寛壇上　充寛 広島県広島県広島県広島県 佐藤　勇志佐藤　勇志佐藤　勇志佐藤　勇志 茨城県茨城県茨城県茨城県 吉田　健一吉田　健一吉田　健一吉田　健一 香川県香川県香川県香川県
左左左左 出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎 東京都東京都東京都東京都 田村　祐樹田村　祐樹田村　祐樹田村　祐樹 茨城県茨城県茨城県茨城県 森山　克美森山　克美森山　克美森山　克美 福島県福島県福島県福島県
右右右右 出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎 東京都東京都東京都東京都 花井洋未知　花井洋未知　花井洋未知　花井洋未知　茨城県茨城県茨城県茨城県 佐藤　弘直佐藤　弘直佐藤　弘直佐藤　弘直 山梨県山梨県山梨県山梨県
左左左左 望月　大己望月　大己望月　大己望月　大己 山梨県山梨県山梨県山梨県 日下　隆志日下　隆志日下　隆志日下　隆志 宮城県宮城県宮城県宮城県 欠端　勝男欠端　勝男欠端　勝男欠端　勝男 岩手県岩手県岩手県岩手県
右右右右 欠端　勝男欠端　勝男欠端　勝男欠端　勝男 岩手県岩手県岩手県岩手県 菊地　　徹菊地　　徹菊地　　徹菊地　　徹 宮城県宮城県宮城県宮城県 富山　　潤富山　　潤富山　　潤富山　　潤 栃木県栃木県栃木県栃木県
左左左左 宇堂　友也宇堂　友也宇堂　友也宇堂　友也 大阪府大阪府大阪府大阪府 鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫 東京都東京都東京都東京都 壇上　修一壇上　修一壇上　修一壇上　修一 広島県広島県広島県広島県
右右右右 日下　隆志日下　隆志日下　隆志日下　隆志 宮城県宮城県宮城県宮城県 鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫鵜沢　幸夫 東京都東京都東京都東京都 井上　真悟井上　真悟井上　真悟井上　真悟 神奈川神奈川神奈川神奈川

－63ｋｇ級－63ｋｇ級－63ｋｇ級－63ｋｇ級 左左左左 吉田　健一吉田　健一吉田　健一吉田　健一 香川県香川県香川県香川県 野口　和昭野口　和昭野口　和昭野口　和昭 千葉県千葉県千葉県千葉県 小川　裕司小川　裕司小川　裕司小川　裕司 大阪府大阪府大阪府大阪府
－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級－80ｋｇ級 左左左左 青木　隆志青木　隆志青木　隆志青木　隆志 群馬県群馬県群馬県群馬県 久保　哲也久保　哲也久保　哲也久保　哲也 東京都東京都東京都東京都 久下　真央久下　真央久下　真央久下　真央 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
+80ｋｇ級+80ｋｇ級+80ｋｇ級+80ｋｇ級 左左左左 海老原正宏海老原正宏海老原正宏海老原正宏 茨城県茨城県茨城県茨城県 松浦　則仁松浦　則仁松浦　則仁松浦　則仁 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 政森　大地政森　大地政森　大地政森　大地 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級 右右右右 蛭間　信善蛭間　信善蛭間　信善蛭間　信善 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 吉田　健一吉田　健一吉田　健一吉田　健一 香川県香川県香川県香川県 竹田　欣一竹田　欣一竹田　欣一竹田　欣一 東京都東京都東京都東京都
－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級 右右右右 青木　隆志青木　隆志青木　隆志青木　隆志 群馬県群馬県群馬県群馬県 久保　哲也久保　哲也久保　哲也久保　哲也 東京都東京都東京都東京都 大塚　裕大塚　裕大塚　裕大塚　裕 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
－85ｋｇ級－85ｋｇ級－85ｋｇ級－85ｋｇ級 右右右右 政森　大地政森　大地政森　大地政森　大地 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 桑田　純一桑田　純一桑田　純一桑田　純一 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 斉藤　将人斉藤　将人斉藤　将人斉藤　将人 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
+85ｋｇ級+85ｋｇ級+85ｋｇ級+85ｋｇ級 右右右右 海老原正宏海老原正宏海老原正宏海老原正宏 茨城県茨城県茨城県茨城県 高橋　一成高橋　一成高橋　一成高橋　一成 千葉県千葉県千葉県千葉県 田中　幹夫田中　幹夫田中　幹夫田中　幹夫 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県

左左左左 堀江　正人堀江　正人堀江　正人堀江　正人 大阪府大阪府大阪府大阪府 加賀田隆夫加賀田隆夫加賀田隆夫加賀田隆夫新潟県新潟県新潟県新潟県 山本　敏久山本　敏久山本　敏久山本　敏久 山梨県山梨県山梨県山梨県
右右右右 出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎出崎　一郎 東京都東京都東京都東京都 堀江　正人堀江　正人堀江　正人堀江　正人 大阪府大阪府大阪府大阪府 山本　敏久山本　敏久山本　敏久山本　敏久 山梨県山梨県山梨県山梨県
左左左左 十倉　大十倉　大十倉　大十倉　大 東京都東京都東京都東京都 滝口　公夫滝口　公夫滝口　公夫滝口　公夫 栃木県栃木県栃木県栃木県 秋田　国仁秋田　国仁秋田　国仁秋田　国仁 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県
右右右右 小寺　弘士小寺　弘士小寺　弘士小寺　弘士 東京都東京都東京都東京都 十倉　大十倉　大十倉　大十倉　大 東京都東京都東京都東京都 田村　俊英田村　俊英田村　俊英田村　俊英 神奈川神奈川神奈川神奈川

■第３回　ガッチリ場番長大会■第３回　ガッチリ場番長大会■第３回　ガッチリ場番長大会■第３回　ガッチリ場番長大会

１位１位１位１位 ２位２位２位２位

－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級

－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級－60ｋｇ級

■第４回　　全日本社会人　アームレスリング大会■第４回　　全日本社会人　アームレスリング大会■第４回　　全日本社会人　アームレスリング大会■第４回　　全日本社会人　アームレスリング大会

３位３位３位３位

－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級－75ｋｇ級

+85ｋｇ級+85ｋｇ級+85ｋｇ級+85ｋｇ級

２位２位２位２位 ３位３位３位３位

１位１位１位１位 ２位２位２位２位 ３位３位３位３位

+75ｋｇ級+75ｋｇ級+75ｋｇ級+75ｋｇ級

－85ｋｇ級－85ｋｇ級－85ｋｇ級－85ｋｇ級

■第１３回　埼玉県　アームレスリング大会■第１３回　埼玉県　アームレスリング大会■第１３回　埼玉県　アームレスリング大会■第１３回　埼玉県　アームレスリング大会

１位１位１位１位


