
第8回　全日本社会人アームレスリング大会

●大会結果●

2013年度ＪＡＷＡｱｰﾑ祭り
第８回　全日本社会人アームレスリング大会

第２回　全日本社会人女子アームレスリング大会

第20回　全日本マスターズアームレスリング大会

第25回　全日本ジュニアアームレスリング大会

第17回　埼玉県アームレスリング大会

第２回　全日本新人アームレスリング大会

ガッチリ番長アームレスリング大会

アームレスリング選手権レポート　　

恒例となりましたこのアーム祭大会は、前回に引き続き、北は北海道から南は沖縄まで、たくさんの皆様に支えられ
開催しており、その熱気も年々いや増すばかりです。その為、今年はさいたま市民会館おおみや・大ホールを借り
ての開催となりました。そしてマスターズ大会は世界大会出場選考会、埼玉県大会は全日本大会出場選考会と
なっており、白熱する試合の先にはステップアップとも言える舞台が待っております。また、初心者コースとも云えま
す『ガッチリ番長』も返ってきました。豊富なカテゴリーがあり、とても賑やかな大会です。今後も、一人でも多くの皆
様の参加をお待ち致しております。

日時　2013年4月28日（日）
場所　さいたま市民会館おおみや
　　　   大ホール
主催　埼玉県アームレスリング連盟　
協催　日本アームレスリング連盟
協力　筋肉サプリ工房
エントリー数　184人

-60ｋｇ級

-70ｋｇ級

-80ｋｇ級

+80ｋｇ級

左

右

左

右

左

右

左

右

１位　　　　　　２位　　　　　　３位

第20回　全日本マスターズアームレスリング大会
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第2回　全日本新人アームレスリング大会
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ガッチリ番長アームレスリング大会
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第2回　全日本社会人女子アームレスリング大会
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第17回　埼玉県アームレスリング大会
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内田　長良 　埼玉　　　村竹　儀昭 茨城 －　　　　　　 －

内田　長良 　埼玉　　　村竹　儀昭 茨城 －　　　　　　 －

町田　幸蔵 　東京　　　中原　誠司 宮城      中野 三千男　  青森

安田　幹夫  北海道　　宮越　康裕 埼玉      中野 三千男　  青森

山内　豊徳 　愛媛　　　宮越　康裕 埼玉      中野 三千男　  青森

山内　豊徳 　愛媛　　　宮越　康裕 埼玉      中野 三千男　  青森

山内　豊徳 　愛媛　　　中野 三千男　  青森 －　　　　　　 －

山内　豊徳 　愛媛　　　中野 三千男　  青森 －　　　　　　 －

吉井　俊司 　愛媛　　　江口　安喜 福岡　　　板倉　訓          広島

江口　安喜 　福岡　　　吉井　俊司 愛媛　　　芝岡　三郎    神奈川 

須川　早苗 　岩手　　　岡村　文雄 宮崎　　　吉田　正仁      青森

岡村　文雄 　宮崎　　　吉田　正仁 青森　　　須川　早苗      岩手

三橋　信之 　三重　　　岡村　文雄 宮崎　　　成田　博樹    北海道

成田　博樹  北海道　　岡村　文雄 宮崎 －　　　　　　 －

浦　文寿 　福岡　　　大谷　行慶 兵庫　　　高橋　明人　　 新潟

塩月　勝文 　大分　　　大谷　行慶 兵庫　　　浦　文寿　　　　福岡

西岡　清隆 　福岡　　　伊吹　孝男 愛媛　　　鈴木　功一　　 福島

西岡　清隆 　福岡　　　本多　裕樹 福島　　　伊吹　孝男　　 愛媛

松本　和人 　宮城　　　伊藤　和也     北海道　　 橋本　正彦　　 兵庫

高木　秀樹 　福岡　　　富山　潤 埼玉　　　山本　光明　　 福岡

三橋　信之 　三重　　　石田　一成 三重　　　伊藤　和也　 北海道

石田　一成 　三重　　　山本　光明 福岡 －　　　　　　 －

鈴木　正憲　　　岩手　　　平尾　巧 大阪　　　白石　純也　　 高知

小野寺 良尋　  岩手　　　白石　純也 高知　　　安藤　弘貴　 神奈川

末国　太一　　　東京　　　西潟　秀意 新潟　　　渡辺　国雄　　 愛知

加賀田 隆夫　  新潟　　　橋場　照規 岩手　　　安久　友規　　 京都

望月　大己　　　山梨　　　吉冨　大介 千葉　　　政森　大地　　 埼玉

末国　太一　　　東京　　　古川　修吾 京都　　　窪田　義昭　　 新潟

栗田　勇樹　　　宮城　　　小沼　勝弘 茨城　　　川原　崇弘　　 東京

栗田　勇樹　　　宮城　　　横川　文彦 茨城　　　小沼　勝弘　　 茨城

藤田　利行    埼玉　　佐藤　幸一 埼玉　　清水　勇樹　　山梨

伊藤　博    埼玉　　藤田　利行 埼玉　　竹田　欣一　　東京

峰岸　和仁    埼玉　　前原　大介 埼玉　　力久　晃一　　埼玉

斉藤　正純    埼玉　　高橋　論充 埼玉　　力久　晃一　　埼玉

清水 雄治郎　宮崎　　長良　雄人 埼玉　　久下　真央　　埼玉

清水 雄治郎　宮崎　　青山　大輝 愛知　　久下　真央　　埼玉

清水 雄治郎　宮崎　　片場　将明 埼玉　　下山　拓馬　神奈川

清水 雄治郎　宮崎　　柿沼　雅人 埼玉　　片場　将明　　埼玉

辰島　悠悌　　福岡   島田　卓一 東京    山田　隆史    岐阜

徳本　康弘　　広島   島田　卓一 東京    渡邊　隼人    山梨

平田　真悟　　茨城   山本　翔也 福岡    浅井　拓       埼玉

山本　翔也    福岡   武田　雅人　　福島    浅井　拓       埼玉

竹中　絢音    岐阜　 芝岡 美津穂　神奈川　田口 麻衣子    岩手

竹中　絢音    岐阜　 芝岡 美津穂 神奈川　島貫　千景    宮城

市川 志津子　  静岡　 芳陵　青空 茨城　　田口 麻衣子     岩手

芳陵　青空    茨城　 島貫　千景 宮城　　田口 麻衣子    岩手

望月　大己    山梨    吉井　俊司 愛媛    中山　尚佑    大阪

末国　太一    東京    安田　幹夫  北海道  矢野　大輔    高知

ﾏｰｸ･ﾍｼﾞｬｰ   新潟    小野　渉     神奈川  山本　翔也    福岡

ﾏｰｸ･ﾍｼﾞｬｰ   新潟    西河　亘 埼玉    高木　秀樹    福岡


