
第 17回ＪＡＷＡ神奈川県アームレスリング選手権大会 

平成 20年７月６日（日） 会場：海老名文化会館 

 

ビギナーの部（－７５Ｋｇ） 

優勝 宮崎 拓人   第 2位 加藤 晃裕  第 3位 国分 裕一 

ビギナーの部（－７５Ｋｇ） 

優勝 金澤 尊司   第 2位 宮崎  修   

一般 ライトハンド（－６５Ｋｇ） 

優勝 杉本 茂治   第 2位 井沢 康一  第 3位 古川 貞治 

一般 ライトハンド（－７５Ｋｇ） 

優勝 赤津 直樹   第 2位 船木 信之助 第 3位 吉田  徹 

一般 ライトハンド（－８５Ｋｇ） 

優勝 田村 俊英   第 2位 高橋 大樹  第 3位 横山 浩太 

一般 ライトハンド（＋８５Ｋｇ） 

優勝 楠本 信勝   第 2位 小野  渉  第 3位 森  弘至 

 

一般 レフトハンド（－６５Ｋｇ） 

優勝 竹内 直矢   第 2位 古川 貞治  第 3位 的場 和弘 

一般 レフトハンド（－７５Ｋｇ） 

優勝 船木 信之助  第 2位 小野  渉  第 3位 宮川 一寛 

一般 レフトハンド（＋７５Ｋｇ） 

優勝 楠本 信勝   第 2位 吉田  徹  第 3位 田村 俊英 

 

 

第 2回ＪＡＷＡ京都府アームレスリング選手権大会 

平成 20年 7月 26日（土） 会場：京都市武道センター 

 

一般 ライトハンド（－６０Ｋｇ） 

優勝 松本 隼介   第 2位 山本 健一  第 3位 泉亭 知宏 

一般 ライトハンド（－７０Ｋｇ） 

優勝 泉 政徒    第 2位 山岡 直人  第 3位 中田 摩司也 

一般 ライトハンド（－８０Ｋｇ） 

優勝 中山 完二   第 2位 浜崎 康成  第 3位 木多 宏喜 

一般 ライトハンド（－９０Ｋｇ） 

優勝 古川 修吾   第 2位 上田 鉱三郎 第 3位 中村 大将 

一般 ライトハンド（＋９０Ｋｇ） 

優勝 古川 修吾   第 2位 伊藤 一成  第 3位 宮崎 裕一 

 

女子 ライトハンド（－５０Ｋｇ） 

優勝 森 美穂    第 2位 奥西 紗矢香 第 3位 岸田 由香 

女子 ライトハンド（－６０Ｋｇ） 

優勝 小松 景子    第 2位 祖父江 周子 



 

一般 レフトハンド（－６０Ｋｇ） 

優勝 松本 隼介   第 2位 山本 健一  第 3位 寺岡 秀幸 

一般 レフトハンド（－７０Ｋｇ） 

優勝 泉 政徒    第 2位 山岡 直人  第 3位 中田 摩司也 

一般 レフトハンド（－８０Ｋｇ） 

優勝 山下 浩司   第 2位 中山 完二  第 3位 木多 宏喜 

一般 レフトハンド（－９０Ｋｇ） 

優勝 平田 隆    第 2位 古川 修吾  第 3位 河内 晴大 

一般 レフトハンド（＋９０Ｋｇ） 

優勝 平田 隆    第 2位 古川 修吾  第 3位 宮崎 裕一 

 

女子 レフトハンド（－５０Ｋｇ） 

優勝 森 美穂    第 2位 岸田 由香  第 3位 小松 景子 

女子 レフトハンド（－６０Ｋｇ） 

優勝 祖父江 周子  第 2位 小松 景子 

 

男子マスターズ 

優勝 谷川 和正   第 2位 立花 滋男 


