
JAWA第20回兵庫県アームレスリング選手権大会兼第67回兵庫県民体育大会成績表

平成25年9月29日(日）於明石市立産業交流センター

部門別 クラス
1位 2位 3位

氏名 府県名 氏名 府県名 氏名 府県名

兵庫選手権レフトハンド

60 ㎏級 松本譲 高砂 児島孝義 大阪 柿本昌弘 加古川

70 ㎏級 田中翔悟 姫路 新宮翔太 京都 森川幸治 京都

80 ㎏級 板垣貴之　 明石 秋定友明 明石 新宮翔太 京都

＋80 ㎏級 東良幸 神戸 坂本充史 和歌山 松尾昭仁 神戸

兵庫選手権ライトハンド

60 ㎏級 松本譲 高砂 児島孝義 大阪 柿本昌弘 加古川

70 ㎏級 橘恒夫 高砂 中安祥人 明石 森川幸治 京都

80 ㎏級 秋定友明 明石 板垣貴之 明石 黒田康裕 姫路

＋80 ㎏級 東良幸 神戸 神田裕介 姫路 槙本素昭 姫路

オニオン男子レフトハンド

60 ㎏級 小脇剛 高砂 梶原裕樹 三木 上田州平 姫路

70 ㎏級 春昭悟 神戸 田井康一 三木 熊野貴明 明石

＋70 ㎏級 山内好史 宍粟 松原功児 西脇 長井善彦 西脇

オニオン男子ライトハンド

60 ㎏級 上田隆志 明石 梶原裕樹 三木 上田州平 姫路

70 ㎏級 田井康一 三木 春本真吾 宍粟 春本康行 三木

＋70 ㎏級 山内好史 宍粟 森本隆順 姫路 国本明人 神戸

女子レフトハンド 無差別級 西川亜紀子 姫路 春智世 神戸 大辻真理子 加古川

女子ライトハンド 無差別級 西川亜紀子 姫路 春智世 神戸 大辻真理子 加古川

男子ジュニアレフトハンド
65 ㎏級 金田博斗 宝塚 梶原裕樹 三木 前田拓也 神戸

＋65 ㎏級 村田一輝 神戸 古川豪輝 大阪 松村卓磨 宍粟

男子ジュニアライトハンド
65 ㎏級 前田拓也 神戸 上内祐磨 宍粟 梶原裕樹 三木

＋65 ㎏級 村田一輝 神戸 松村卓磨 宍粟 古川豪輝 大阪

胸椎損傷レフトハンド 無差別級 瀬戸山龍太郎 神戸 斉藤勝明 明石

胸椎損傷ライトハンド 無差別級 瀬戸山龍太郎 神戸 斉藤勝明 明石

頚椎損傷レフトハンド 無差別級 森脇隆 佐用 池口智里 豊岡

頚椎損傷ライトハンド 無差別級 森脇隆 佐用 斉藤勝明 明石

ふれあいの部レフトハンド 無差別級 瀬戸山龍太郎 神戸 斉藤勝明 明石

ふれあいの部ライトハンド 無差別級 藤縄武 宝塚 斉藤勝明 明石



2部　初心者の部（兵庫県在住者に限る）

部門別 クラス
1位 2位 3位

氏名 府県名 氏名 府県名 氏名 府県名

オニオン男子レフトハンド

60 ㎏級 大谷行慶 姫路 山路英男 姫路 上田州平 姫路

70 ㎏級 宥下大作 宍粟 福井良幸 姫路 田井康一 神戸

80 ㎏級 藤本大平 明石 松原功児 西脇 板垣浩志 神戸

＋80 ㎏級 澤田和茂 三木 黒田康裕 姫路 井上龍大 明石

オニオン男子ライトハンド

60 ㎏級 田中翔悟 姫路 大谷行慶 姫路 高橋慶 神戸

70 ㎏級 上田平智幸 姫路 宥下大作 宍粟 生地譲 神戸

80 ㎏級 高田富佐夫 神戸 藤本大平 明石 板垣浩志 神戸

＋80 ㎏級 東良幸 明石 澤田和茂 三木 高田富佐夫 神戸

女子レフトハンド 無差別級 西川亜紀子 姫路 大辻真理子 加古川 山本絢子 小野

女子ライトハンド 無差別級 西川亜紀子 姫路 大辻真理子 加古川 山本絢子 小野

男子ジュニアレフトハンド
70 ㎏級 泉田真志 加東 生地悠斗 神戸 石原健太郎 姫路

＋70 ㎏級 澤田和茂 三木 井上龍大 明石 西本健斗 加東

男子ジュニアライトハンド
70 ㎏級 泉田真志 加東 生地悠斗 神戸 石原健太郎 姫路

＋70 ㎏級 澤田和茂 三木 西本健斗 加東 井上龍大 明石

胸椎損傷レフトハンド 無差別級 瀬戸山龍太郎 西宮 古林信幸 上郡 池口智里 豊岡

胸椎損傷ライトハンド 無差別級 瀬戸山龍太郎 西宮 古林信幸 上郡 斉藤勝明 明石

頚椎損傷レフトハンド 無差別級 森脇隆 佐用 池口智里 豊岡

頚椎損傷ライトハンド 無差別級 森脇隆 佐用 斉藤勝明 明石

ふれあいの部レフトハンド 無差別級 池口智里 豊岡 瀬戸山龍太郎 西宮

ふれあいの部ライトハンド 無差別級 藤縄武 宝塚 瀬戸山龍太郎 西宮


