
第３９回JAWA全⽇本アームレスリング選⼿権⼤会
⼥⼦レフト−52kg 所属 ⼥⼦ライト−52kg 所属

1 山田 よう子 埼⽟ 1 山田 よう子 埼⽟
2 鈴木 千景 福島 2 小林 真麻 東京
3 小林 真麻 東京 3 西川 亜紀子 兵庫
4 西川 亜紀子 兵庫 4 宮田 久美 愛知
5 宮田 久美 愛知

⼥⼦レフト−57kg ⼥⼦ライト−57kg
1 齋藤 とく子 東京 1 高原 樹美 福島
2 高原 樹美 福島 2 鈴木 千景 福島
3 藤塚 梨央 神奈川 3 藤塚 梨央 神奈川
4 佐藤 茉純 茨城 4 佐藤 茉純 茨城
5 西川 亜紀子 兵庫 5 西川 亜紀子 兵庫
6 芝岡 美津穂 東京 6 芝岡 美津穂 東京
7 山田 よう子 埼⽟ 7 山田 よう子  埼⽟

⼥⼦レフト−65kg ⼥⼦ライト−65kg
1 𠮷田未恵 兵庫 1 𠮷田未恵 兵庫
2 佐藤 茉純 茨城 2 益田あゆみ 埼⽟
3 西川 亜紀子 兵庫 3 佐藤 茉純 茨城
4 市川 志津子 静岡 4 西川 亜紀子 兵庫

5 市川 志津子 静岡
6 山田 よう子   埼⽟

⼥⼦レフト無差別 ⼥⼦ライト無差別
1 芝岡 美津穂 東京 1 芝岡 美津穂 東京
2 添田 夏美 熊本 2 添田 夏美 熊本
3 大石 美香 ⾹川 3 大石 美香 ⾹川
4 𠮷田未恵 兵庫 4 𠮷田未恵 兵庫
5 竹中 絢音 神奈川 5 竹中 絢音 神奈川



男⼦レフト−57㎏ 男⼦ライト−57kg
1 寺岡 秀幸 ⼤阪 1 寺岡 秀幸 ⼤阪
2 加藤 秀幸　　 静岡 2 加藤 秀幸　　 静岡
3 鎌田 剛 北海道 3 皆川 国幸 茨城
4 ⽩濱 信 ⼭⼝ 4 中牟田 竜一 福岡
5 加藤 宏斗 茨城 5 白濱 信 ⼭⼝
6 藤田 利行 埼⽟ 6 加藤 宏斗 茨城
7 福田 和男 栃⽊ 7 渋木 豊 埼⽟
8 池田 和史 新潟 8 竹之内 一弘 広島
9 寺西 真哉 兵庫 9 福田 和男 栃⽊

10 正木 信幸 福島 10 池田 和史 新潟
11 亀井 雅彦 茨城 11 寺西 真哉 兵庫
12 升田 心哉 埼⽟ 12 亀井 雅彦 茨城
13 宮野 滉大 岩⼿ 13 升田 心哉 埼⽟
14 西口 努 ⼭⼝ 14 森 俊人 福島
15 小松 茂 京都 15 西口 努 ⼭⼝
16 寺尾 孝 茨城 16 小野寺 良尋 岩⼿

17 寺尾 孝 茨城



男⼦レフト−63kg 男⼦ライト−63kg
1 伊礼 竜也 沖縄 1 伊礼 竜也 沖縄
2 出原 祐樹 ⼭⼝ 2 出原 祐樹 ⼭⼝
3 古川 真矢 北海道 3 古川 真矢 北海道
4 伊藤 拓馬 茨城 4 伊藤 拓馬 茨城
5 串田 泰臣 埼⽟ 5 串田 泰臣 埼⽟
6 堀江 裕樹 熊本 6 吉田 昌文 愛知
7 興島 亮真 京都 7 興島 亮真 京都
8 宮嶋 由洋 静岡 8 宮嶋 由洋 静岡
9 安藤 弘貴 神奈川 9 安藤 弘貴 神奈川

10 瀬和 茂樹 茨城 10 宮森 孝徳 ⼤分
11 川崎 慎吾 神奈川 11 鈴木 昌紀 茨城
12 千葉 英明 秋⽥ 12 瀬和 茂樹 茨城
13 三村 拓海 東京 13 沢村 亮汰 東京
14 坂巻 佑介 静岡 14 小松 憲 ⼤阪
15 久行 秀治 茨城 15 出﨑 一郎 東京
16 根本 一郎 福島 16 舘山 康将 京都
17 佐藤 幸一 埼⽟ 17 尾崎 貴彦 岐⾩
18 鈴木 正憲 岩⼿ 18 川崎 慎吾 神奈川
19 佐々木 淳 岩⼿ 19 千葉 英明 秋⽥
20 小前 大貴 ⾹川 20 三村 拓海 東京
21 芝岡 洋裕 茨城 21 坂巻 佑介 静岡
22 初森 洋樹 宮﨑 22 久行 秀治 茨城
23 近藤 和幸 神奈川 23 根本 一郎 福島
24 大川 良多 宮城 24 鈴木 正憲 岩⼿
25 武内 靖之 ⼤阪 25 佐々木 淳 岩⼿
26 糸平 純一 宮﨑 26 小前 大貴 ⾹川
27 今井 信太郎 埼⽟ 27 芝岡 洋裕 茨城

28 初森 洋樹 宮﨑
29 大川 良多 宮城
30 武内 靖之 ⼤阪
31 糸平 純一 宮﨑
32 中村 雅実 東京
33 小寺 弘士 東京
34 今井 信太郎 埼⽟



男⼦レフト−70kg 男⼦ライト−70kg
1 魚谷 正高 広島 1 魚谷 正高 広島
2 水野 貴弘 ⼭⼝ 2 水野 貴弘 ⼭⼝
3 倉田 和哉 福岡 3 倉田 和哉 福岡
4 石川 勇作 沖縄 4 石川 勇作 沖縄
5 田村 剛一 ⼭⼝ 5 田村 剛一 ⼭⼝
6 山元 翔二 広島 6 山元 翔二 広島
7 上野 大輝 埼⽟ 7 藤 英人 愛知
8 濱村 龍之介 ⼤阪 8 濱村 龍之介 ⼤阪
9 田井 康一 兵庫 9 高山 勝 北海道

10 早川 博⼈ 茨城 10 早川 博⼈ 茨城
11 𠮷田 圭太 兵庫 11 水野 秀昭 北海道
12 伊東 祐俊 神奈川 12 𠮷田 圭太 兵庫
13 円子 竜二 埼⽟ 13 花井 洋未知 茨城
14 尾崎 隆 埼⽟ 14 伊東 祐俊 神奈川
15 寺田 真吾 愛知 15 円子 竜二 埼⽟
16 鶴巻 友得 新潟 16 稲垣 亮平 神奈川
17 倉品 友一 東京 17 尾崎 隆 埼⽟
18 熊谷 亮 静岡 18 飯泉 友介 茨城
19 金澤 明典 埼⽟ 19 鶴巻 友得 新潟
20 朱宮 拓登 愛知 20 倉品 友一 東京
21 川上 健太 福島 21 熊谷 亮 静岡
22 齋藤 樹 徳島 22 金澤 明典 埼⽟
23 藤 英人 愛知 23 大須賀 智弘 福島
24 島元 雄平 北海道 24 朱宮 拓登 愛知
25 佐藤 弘直 ⼭梨 25 石井 裕樹 福島
26 川上 龍太 福島 26 川上 健太 福島
27 比嘉 優貴 沖縄 27 守屋 佑之将 千葉
28 松本 球太郎 静岡 28 齋藤 樹 徳島
29 福田 彩希斗 徳島 29 アブルサイドウ アロウ茨城
30 丸山 尚人 埼⽟ 30 島元 雄平 北海道

31 中谷 徹 宮城
32 長谷川 淳彦 福島
33 佐藤 弘直 ⼭梨
34 渡邉 明 福岡
35 比嘉 優貴 沖縄
36 松本 球太郎 静岡
37 福田 彩希斗 徳島
38 伊藤 勝 埼⽟
39 杉本 茂治 神奈川
40 藤嵜 太一 静岡
41 小牧 賢土 埼⽟
42 丸山 尚人 埼⽟



男⼦レフト−78kg 男⼦ライト−78kg
1 吉田 裕貴 沖縄 1 吉田 裕貴 沖縄
2 青山 大輝 愛知 2 野田 康介 福岡
3 大高 宏英 茨城 3 大高 宏英 茨城
4 田島 正二郎 茨城 4 上田 翔太 北海道
5 原川 拓也 兵庫 5 田島 正二郎 茨城
6 吉田 亮 ⿃取 6 渡辺 寛司　　 新潟
7 岡村 孝祐 ⼭⼝ 7 多田 雄一郎 ⼤阪
8 勝山 聡崇 静岡 8 原川 拓也 兵庫
9 木村 太一 ⼭⼝ 9 岡村 孝祐 ⼭⼝

10 宮崎 千玖万 北海道 10 勝山 聡崇 静岡
11 上田 裕太 兵庫 11 木村 太一 ⼭⼝
12 松田 良朗 埼⽟ 12 宮崎 千玖万 北海道
13 仲 泰明 ⼤阪 13 上田 裕太 兵庫
14 増尾 俊郎 ⼤阪 14 松田 良朗 埼⽟
15 佐手 遼悟 埼⽟ 15 仲 泰明 ⼤阪
16 浦上 洋一郎 京都 16 増尾 俊郎 ⼤阪
17 近田 廉 兵庫 17 佐手 遼悟 埼⽟
18 高橋 真 秋⽥ 18 浦上 洋一郎 京都
19 園村 隆志 熊本 19 近田 廉 兵庫
20 匂坂 佳砂音 静岡 20 高橋 真 秋⽥
21 伊吹 孝男 愛媛 21 園村 隆志 熊本
22 加藤 佳男 茨城 22 大里 康之 茨城
23 嶋田 友洋 埼⽟ 23 匂坂 佳砂音 静岡
24 猪野 祐二 ⾼知 24 伊吹 孝男 愛媛
25 土屋 雄樹 ⼭形 25 加藤 佳男 茨城
26 堀米 広輝 東京 26 嶋田 友洋 埼⽟
27 東口 宜弘 奈良 27 猪野 祐二 ⾼知
28 長洞 茂貴 岩⼿ 28 勝見 宣右 埼⽟
29 渡邉 良太 福島 29 黒田 翔吾 広島
30 斉藤 勝 静岡 30 土屋 雄樹 ⼭形
31 小栁 嵐士 愛知 32 東口 宜弘 奈良
32 阿部 健太 宮﨑 33 長洞 茂貴 岩⼿
33 浅田 寛成 宮﨑 34 小栁 嵐士 愛知
34 西潟 秀意 新潟 35 日下 隆志 宮城
35 板倉 昌和 愛知 36 阿部 健太 宮﨑
36 岩本 拓也 三重 37 浅田 寛成 宮﨑
37 田川 裕也 埼⽟ 38 板倉 昌和 愛知
38 阪田 富士山 滋賀 39 岩本 拓也 三重
39 堀 健蔵 ⼤分 41 田川 裕也 埼⽟
40 桃澤 智行 静岡 42 阪田 富士山 滋賀
41 吉冨 大介 埼⽟ 43 堀 健蔵 ⼤分

44 桃澤 智行 静岡
45 吉冨 大介 埼⽟



男⼦レフト−86kg 男⼦ライト−86kg
1 前田 一平 神奈川 1 魚谷 博光 広島
2 石津 国英 ⼭⼝ 2 前田 一平 神奈川
3 大林 暢秀 茨城 3 石津 国英 ⼭⼝
4 河内 晴大 京都 4 山口 維啓 ⿃取
5 小沼 啓紀 東京 5 河内 晴大 京都
6 志賀 雄太 北海道 6 松本 誠由 茨城
7 坂本 英隆 埼⽟ 7 湟川寛史  愛知
8 後藤 英晃 ⼤分 8 小沼 啓紀 東京
9 沖⽥ 健司 茨城 9 金田 拓也 愛知

10 長津 康祐 茨城 10 坂本 英隆 埼⽟
11 清水 雄治郎 宮﨑 11 後藤 英晃 ⼤分
12 高原 宏樹 福島 12 沖⽥ 健司 茨城
13 松本 真太朗 静岡 13 安冨祖 忠三 沖縄
14 北原 武 福島 14 吉田 徹 福岡
15 小林 隆弘 静岡 15 田渕 大晴 兵庫
16 神戸 良太 埼⽟ 16 長津 康祐 茨城
17 南雲 大地 東京 17 清水 雄治郎 宮﨑
18 吉橋 毅 愛知 18 菊地 将樹 埼⽟
19 矢崎 雅昭 茨城 19 高原 宏樹 福島

20 松本 真太朗 静岡
21 北原 武 福島
22 小林 隆弘 静岡
23 神戸 良太 埼⽟
24 南雲 大地 東京
25 吉橋 毅 愛知



男⼦レフト−95kg 男⼦ライト−95kg
1 磯部 学 福岡 1 伊吹 泰明 広島
2 伊吹 泰明 広島 2 佐藤 健太 北海道
3 鎌田 信一郎 北海道 3 松尾 昭仁 兵庫
4 佐藤 健太 北海道 4 木村 晃 徳島
5 田渕 大晴 兵庫 5 Carneiro Paulo Henrique愛知
6 Carneiro Paulo Henrique愛知 6 鈴木 邦良 福島
7 阪田 宜文 滋賀 7 宮崎 博之 ⾹川
8 杉村 正明 滋賀 8 桑原 昭彦 三重
9 上村 誠 神奈川 9 神野 玲 神奈川

10 杉村 正明 滋賀
11 上村 誠 神奈川
12 吉葉 一樹 栃⽊

男⼦レフト−105kg 男⼦ライト−105kg
1 親川 鑑 沖縄 1 宮原 金星 沖縄
2 澤田 和茂 兵庫 2 親川 鑑 沖縄
3 鎌田 竜 北海道 3 澤田 和茂 兵庫
4 金城 晃 沖縄 4 桑原 悠佑 埼⽟
5 中嶋 宏樹 千葉 5 鎌田 竜 北海道
6 越 雄治 茨城 6 金城 晃 沖縄
7 宮原 金星 沖縄 7 中嶋 宏樹 千葉
8 渡邉 拓真 静岡 8 渡邉 拓真 静岡
9 延永 大空 愛媛 9 延永 大空 愛媛

10 岩崎 憲真 愛媛 10 岩崎 憲真 愛媛
11 黒木 マーカスカツフサ福島 11 黒木 マーカスカツフサ福島
12 高野 貴仁 岩⼿ 12 高野 貴仁 岩⼿

13 徳永 大悟 静岡
14 力示 龍一 埼⽟
15 藤原 真樹 三重



男⼦レフト無差別 男⼦ライト無差別
1 東 良幸 兵庫 1 宍戸 俊之 福島
2 木元 靖浩 兵庫 2 武島 多加雄 沖縄
3 佐々木 智彦 福島 3 東 良幸 兵庫
4 ＴＥＲＲＹ 宮城 4 木元 靖浩 兵庫
5 藤原 大司 兵庫 5 松田 智喜 秋⽥
6 渡辺 浩志 福島 6 佐々木 智彦 福島

7 ＴＥＲＲＹ 宮城
8 藤原 大司 兵庫
9 渡辺 浩志 福島


