
2021年第19回JAWA全⽇本⾼校⽣アームレスリング選⼿権⼤会 2021年第19回JAWA全⽇本⾼校⽣アームレスリング選⼿権⼤会

レフトハンド レフト
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７５】 栁⽥ 煌 酒井 颯⾺ 阪⽥ 富⼠⼭ 【ー７５】 栁⽥ 煌 酒井 颯⾺ 阪⽥ 富⼠⼭

【＋７５】 栁⽥ 煌 ⻫藤 翔唯 【＋７５】 栁⽥ 煌 ⻫藤 翔唯

ライトハンド ライト
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７５】 酒井 颯⾺ 安井 思温 栁⽥ 煌 【ー７５】 酒井 颯⾺ 安井 思温 栁⽥ 煌

【＋７５】 ⻫藤 翔唯 安井 思温 【＋７５】 ⻫藤 翔唯 安井 思温



2021年第32回JAWA全⽇本ジュニアアームレスリング選⼿権⼤会 2021年第32回全⽇本ジュニアアームレスリング選⼿権⼤会

レフトハンド レフト
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 森⾕ 陸 福⽥ 彩希⽃ ⼤川 良多 【ー７０】 森⾕ 陸 福⽥ 彩希⽃ ⼤川 良多

【＋７０】 ⼭⼝ 優作 ⻫藤 ⼀輝 福⽥ 彩希⽃ 【＋７０】 ⼭⼝ 優作 ⻫藤 ⼀輝 福⽥ 彩希⽃

ライトハンド ライト
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 福⽥ 彩希⽃ 沢村 亮汰 森⾕ 陸 【ー７０】 福⽥ 彩希⽃ 沢村 亮汰 森⾕ 陸

【＋７０】 福⽥ 彩希⽃ ⻫藤 ⼀輝 ⼭⼝ 優作 【＋７０】 福⽥ 彩希⽃ ⻫藤 ⼀輝 ⼭⼝ 優作



2021年第27回JAWA全⽇本マスターズアームレスリング選⼿権⼤会 2021年第27回JAWA全⽇本マスターズアームレスリング選⼿権⼤会

⼥⼦マスターズ無差別レフトハンド ⼥⼦マスターズ無差別レフトハンド

無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 市川 志津⼦ 【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 市川 志津⼦

男⼦マスターズレフトハンド 男⼦マスターズレフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 ⼭本 敏久 細野 忠博 花井 洋未知 【ー７０】 ⼭本 敏久 細野 忠博 花井 洋未知

【−８５】 ⽇下 隆志 上⽥ 達也 堀江 正⼈ 【−８５】 ⽇下 隆志 上⽥ 達也 堀江 正⼈

【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹 岡本 多弘 【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹 岡本 多弘

男⼦グランドマスターズレフトハンド 男⼦グランドマスターズレフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 ⾼橋 明⼈ 関⾕ 栄⼀ 野⾒⼭ 耕輔 【ー７０】 ⾼橋 明⼈ 関⾕ 栄⼀ 野⾒⼭ 耕輔

【−８５】 ⼭下 善彦 伊藤 和也 塩⽥ 英⼆ 【−８５】 ⼭下 善彦 伊藤 和也 塩⽥ 英⼆

【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学 ⼩出 賢 【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学 ⼩出 賢

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部レフトハンド 男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部レフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７５】 板倉 訓 芝岡 三郎 【ー７５】 板倉 訓 芝岡 三郎

【＋７５】 永⽥ 康博 和佐 義⽂ 村⽵ 儀昭 【＋７５】 永⽥ 康博 和佐 義⽂ 村⽵ 儀昭

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部レフトハンド 男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部レフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【無差別】 ⽯井 廣明 佐⼭ 隆司 原⽥ 勇 【無差別】 ⽯井 廣明 佐⼭ 隆司 原⽥ 勇

⼥⼦マスターズ無差別ライトハンド ⼥⼦マスターズ無差別ライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 鈴⽊ 千景 【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 鈴⽊ 千景

男⼦マスターズライトハンド 男⼦マスターズライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 ⼭本 敏久 中⾕ 徹 ⼤⾕ ⾏慶 【ー７０】 ⼭本 敏久 中⾕ 徹 ⼤⾕ ⾏慶

【−８５】 勝⾒ 宣右 ⼩⽥部 広樹 ⽥島 正⼆郎 【−８５】 勝⾒ 宣右 ⼩⽥部 広樹 ⽥島 正⼆郎

【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹 徳永 ⼤悟 【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹 徳永 ⼤悟

男⼦グランドマスターズライトハンド 男⼦グランドマスターズライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７０】 中村 雅美 関⾕ 栄⼀ ⾼橋 明⼈ 【ー７０】 中村 雅美 関⾕ 栄⼀ ⾼橋 明⼈

【−８５】 勝⾒ 宣右 伊藤 和也 ⾼島 信⼀ 【−８５】 勝⾒ 宣右 伊藤 和也 ⾼島 信⼀

【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学  藤原 真樹 【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学  藤原 真樹

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部ライトハンド 男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部ライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー７５】 安⽥ 幹夫 板倉 訓 芝岡 三郎 【ー７５】 安⽥ 幹夫 板倉 訓 芝岡 三郎

【＋７５】 和佐 義⽂ 永⽥ 康博 村⽵ 儀昭 【＋７５】 和佐 義⽂ 永⽥ 康博 村⽵ 儀昭

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部ライトハンド 男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部ライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【無差別】 村⽵ 儀昭 ⽯井 廣明 佐⼭ 隆司 【無差別】 村⽵ 儀昭 ⽯井 廣明 佐⼭ 隆司



第38回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会 第38回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会

⼥⼦レフトハンド ⼥⼦レフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 宮⽥ 久美 【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 宮⽥ 久美

【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 藤塚 梨央 【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 藤塚 梨央

【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 吉⽥ 未恵 【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 吉⽥ 未恵

【無差別】 新岡 ロクサーナ 宮岡 智美 添⽥ 夏美 【無差別】 新岡 ロクサーナ 宮岡 智美 添⽥ 夏美

男⼦レフトハンド 男⼦レフトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー５７】 宮野 滉⼤ 正⽊ 信幸 藤⽥ 利⾏ 【ー５７】 宮野 滉⼤ 正⽊ 信幸 藤⽥ 利⾏

【−６３】 堀江 裕樹 興島 亮真 武内 靖之 【−６３】 堀江 裕樹 興島 亮真 武内 靖之

【ー７０】 ⾦澤 明典 倉品 友⼀ 濱村 ⿓之介 【ー７０】 ⾦澤 明典 倉品 友⼀ 濱村 ⿓之介

【−７８】 清⽔ 雄治郎 上⽥ 裕太 中⻄ 洋介 【−７８】 清⽔ 雄治郎 上⽥ 裕太 中⻄ 洋介

【ー８６】 ⽥渕 ⼤晴 ⽊村 太⼀ カルネイロパウロエンリケ 【ー８６】 ⽥渕 ⼤晴 ⽊村 太⼀ カルネイロパウロエンリケ

【ー９５】 岩﨑 憲真 マカリアージェイク 関⼝ 武 【ー９５】 岩﨑 憲真 マカリアージェイク 関⼝ 武

【ー105】 東 良幸 河内 晴⼤ 太齋 真樹 【ー105】 東 良幸 河内 晴⼤ 太齋 真樹

【無差別】 中⼭ 裕⼀ 宍⼾ 俊之 中原 健太 【無差別】 中⼭ 裕⼀ 宍⼾ 俊之 中原 健太

第38回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会 第38回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会

⼥⼦ライトハンド ⼥⼦ライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 宮⽥ 久美 【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦ 宮⽥ 久美

【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 藤塚 梨央 【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 藤塚 梨央

【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 吉⽥ 未恵 【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦ 吉⽥ 未恵

【無差別】 宮岡 智美 添⽥ 夏美 新岡ロクサーナ 【無差別】 宮岡 智美 添⽥ 夏美 新岡ロクサーナ

男⼦ライトハンド 男⼦ライトハンド
無敗 ⼀敗 3位 1位 2位 3位

【ー５７】 寺岡 秀幸 坂巻 佑介 ⼩野寺 良尋 【ー５７】 寺岡 秀幸 坂巻 佑介 ⼩野寺 良尋

【−６３】 宮嶋 由洋 ⼩寺 弘⼠ 安藤 弘貴 【−６３】 宮嶋 由洋 ⼩寺 弘⼠ 安藤 弘貴

【ー７０】 伊藤 勝 ⾦澤 明典 𠮷⽥ 圭太 【ー７０】 伊藤 勝 ⾦澤 明典 𠮷⽥ 圭太

【−７８】 増尾 俊郎 ⽥川 裕也 上⽥ 裕太 【−７８】 増尾 俊郎 ⽥川 裕也 上⽥ 裕太

【ー８６】 坂本 英隆 ⽊村 太⼀ 吉⽥ 徹 【ー８６】 坂本 英隆 ⽊村 太⼀ 吉⽥ 徹

【ー９５】 岩﨑 憲真 松本 誠由 岩崎 雅司 【ー９５】 岩﨑 憲真 松本 誠由 岩崎 雅司

【ー105】 東 良幸 ⿊⽊ マーカスカツフサ 桑原 悠佑 【ー105】 東 良幸 ⿊⽊ マーカスカツフサ 桑原 悠佑

【無差別】 宍⼾ 俊之 中⼭ 裕⼀ 松⽥ 智喜 【無差別】 宍⼾ 俊之 中⼭ 裕⼀ 松⽥ 智喜



2021年第19回JAWA全⽇本⾼校⽣アームレスリング選⼿権⼤会

レフト
1位 2位

【ー７５】 栁⽥ 煌 酒井 颯⾺
【＋７５】 栁⽥ 煌 ⻫藤 翔唯

ライト
1位 2位

【ー７５】 酒井 颯⾺ 安井 思温
【＋７５】 ⻫藤 翔唯 安井 思温



2021年第19回JAWA全⽇本⾼校⽣アームレスリング選⼿権⼤会

3位
阪⽥ 富⼠⼭

3位
栁⽥ 煌



2021年第32回全⽇本ジュニアアームレスリング選⼿権⼤会

レフト
1位 2位

【ー７０】 森⾕ 陸 福⽥ 彩希⽃
【＋７０】 ⼭⼝ 優作 ⻫藤 ⼀輝

ライト
1位 2位

【ー７０】 福⽥ 彩希⽃ 沢村 亮汰
【＋７０】 福⽥ 彩希⽃ ⻫藤 ⼀輝



2021年第32回全⽇本ジュニアアームレスリング選⼿権⼤会

3位
⼤川 良多
福⽥ 彩希⽃

3位
森⾕ 陸
⼭⼝ 優作



2021年第27回JAWA全⽇本マスターズアームレスリング選⼿権⼤会

⼥⼦マスターズ無差別レフトハンド
1位 2位

【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦

⼥⼦マスターズ無差別ライトハンド
1位 2位

【無差別】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦

男⼦マスターズレフトハンド
1位 2位

【ー７０】 ⼭本 敏久 細野 忠博
【−８５】 ⽇下 隆志 上⽥ 達也
【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹

男⼦マスターズライトハンド
1位 2位

【ー７０】 ⼭本 敏久 中⾕ 徹
【−８５】 勝⾒ 宣右 ⼩⽥部 広樹
【＋８５】 近江 理 中嶋 宏樹

男⼦グランドマスターズレフトハンド
1位 2位

【ー７０】 ⾼橋 明⼈ 関⾕ 栄⼀
【−８５】 ⼭下 善彦 伊藤 和也
【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学



男⼦グランドマスターズライトハンド
1位 2位

【ー７０】 中村 雅美 関⾕ 栄⼀
【−８５】 勝⾒ 宣右 伊藤 和也
【＋８５】 伊吹 泰明 磯部 学 

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部レフトハンド
1位 2位

【ー７５】 板倉 訓 芝岡 三郎
【＋７５】 永⽥ 康博 和佐 義⽂

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部ライトハンド
1位 2位

【ー７５】 安⽥ 幹夫 板倉 訓
【＋７５】 和佐 義⽂ 永⽥ 康博

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部レフトハンド
1位 2位

【無差別】 ⽯井 廣明 佐⼭ 隆司

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部ライトハンド
1位 2位

【無差別】 村⽵ 儀昭 ⽯井 廣明



2021年第27回JAWA全⽇本マスターズアームレスリング選⼿権⼤会

3位
市川 志津⼦

3位
鈴⽊ 千景

3位
花井 洋未知
堀江 正⼈
岡本 多弘

3位
⼤⾕ ⾏慶
⽥島 正⼆郎
徳永 ⼤悟

3位
野⾒⼭ 耕輔
塩⽥ 英⼆
⼩出 賢



3位
⾼橋 明⼈
⾼島 信⼀
藤原 真樹

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部レフトハンド
3位

村⽵ 儀昭

男⼦シニアグランドマスターズ60歳の部ライトハンド
3位

芝岡 三郎
村⽵ 儀昭

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部レフトハンド
3位

原⽥ 勇

男⼦シニアグランドマスターズ70歳の部ライトハンド
3位

佐⼭ 隆司



第38回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会

⼥⼦レフトハンド
1位 2位

【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦
【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦
【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦
【無差別】 新岡 ロクサーナ 宮岡 智美
⼥⼦ライトハンド

1位 2位
【ー５２】 ⼭⽥ よう⼦ ⻄川 亜希⼦
【−５７】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦
【ー６５】 芝岡 美津穂 ⻄川 亜希⼦
【無差別】 宮岡 智美 添⽥ 夏美

男⼦レフトハンド
1位 2位

【ー５７】 宮野 滉⼤ 正⽊ 信幸
【−６３】 堀江 裕樹 興島 亮真
【ー７０】 ⾦澤 明典 倉品 友⼀
【−７８】 清⽔ 雄治郎 上⽥ 裕太
【ー８６】 ⽥渕 ⼤晴 ⽊村 太⼀
【ー９５】 岩﨑 憲真 マカリアージェイク

【ー105】 東 良幸 河内 晴⼤
【無差別】 中⼭ 裕⼀ 宍⼾ 俊之
男⼦ライトハンド



1位 2位
【ー５７】 寺岡 秀幸 坂巻 佑介
【−６３】 宮嶋 由洋 ⼩寺 弘⼠
【ー７０】 伊藤 勝 ⾦澤 明典
【−７８】 増尾 俊郎 ⽥川 裕也
【ー８６】 坂本 英隆 ⽊村 太⼀
【ー９５】 岩﨑 憲真 松本 誠由
【ー105】 東 良幸 ⿊⽊ マーカスカツフサ

【無差別】 宍⼾ 俊之 中⼭ 裕⼀
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3位
宮⽥ 久美
藤塚 梨央
吉⽥ 未恵
添⽥ 夏美

3位
宮⽥ 久美
藤塚 梨央
吉⽥ 未恵
新岡ロクサーナ

3位
藤⽥ 利⾏
武内 靖之
濱村 ⿓之介
中⻄ 洋介

カルネイロパウロエンリケ

関⼝ 武
太齋 真樹
中原 健太



3位
⼩野寺 良尋
安藤 弘貴
𠮷⽥ 圭太
上⽥ 裕太
吉⽥ 徹
岩崎 雅司
桑原 悠佑
松⽥ 智喜


