
2/13　JAWAプレゼンツ　アームレスリングトーナメントエントリー表　

選手集合9：30　受付後に順次検量実施／ルール説明会10：30／試合開始11：00

新人の部
新人ライトハンド70㎏以下級名（7名）

No. 年齢 コメント

1 倉本 昇 クラモト ノボル 52

2 平良 和哉 タイラ カズヤ 35

3 飛田 渉 トビタ ワタル 21 はじめてですが頑張ります

4 新名 武蔵 ニイナ ムサシ 24

5 古屋 愛斗 フルヤ アイト 19

6 堀口 康男 ホリグチ ヤスオ 27

7 山本 涼 ヤマモト リョウ 19 初めてのアームレスリング大会なので頑張ります

新人レフトハンド70㎏以下級（4名）

No. 年齢 コメント

8 倉本 昇 クラモト ノボル 52

9 平良 和哉 タイラ カズヤ 35

10 古屋 愛斗 フルヤ アイト 19

11 山本 涼 ヤマモト リョウ 19 初めてのアームレスリング大会なので頑張ります

新人ライトハンド70㎏超級（13名）

No. 年齢 コメント

12 伊藤 勝彦 イトウ カツヒコ 29 結果は気にせず、この大会を機にアームレスリングに興味を持っていきたいです！

13 上釜 陵 ウエカマ リョウ 42 初めてなのでドキドキワクワク楽しみます！

14 及田 成治 オイタ セイジ 29 頑張ります！

15 加瀬 達也 カセ タツヤ 27

16 河合 光博 カワイ ミツヒロ 39 ただのデブとは言わせない。

17 桑田 哲平 クワタ テッペイ 26 初心者ですが頑張ります！

18 小宮 洋平 コミヤ ヨウヘイ 28

19 佐々木 嘉幸 ササキ ヨシユキ 32 初めてだが、思いきりいきたい。

20 杉浦 由章 スギウラ ヨシユキ 39

21 中山 皓太郎 ナカヤマ コウタロウ 25

22 鍋島 龍一郎 ナベシマ リュウイチロウ 34 初めての公式戦なので頑張ります！

23 舩木 彰也 フナキ ショウヤ 28 明日6時から仕事なので、早々に勝って帰ります！

24 松村 英史 マツムラ エイシ 46

新人レフトハンド70㎏超級（10名）

No. 年齢 コメント

25 市川 貴 イチカワ タカシ 54 歳は取ってますが、まだまだヤル気はあります。

26 及田 成治 オイタ セイジ 29 頑張ります！

27 河合 光博 カワイ ミツヒロ 39 ただのデブとは言わせない。

28 佐々木 嘉幸 ササキ ヨシユキ 32 初めてだが、思いきりいきたい。

29 杉浦 由章 スギウラ ヨシユキ 39

30 中山 皓太郎 ナカヤマ コウタロウ 25

31 鍋島 龍一郎 ナベシマ リュウイチロウ 34 初めての公式戦なので頑張ります！

32 比留間 大祐 ヒルマ ダイスケ 39 初心者ですが宜しくお願い致します

33 舩木 彰也 フナキ ショウヤ 28 明日6時から仕事なので、早々に勝って帰ります！

34 松村 英史 マツムラ エイシ 46

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ



女子の部
女子の部ライトハンド（3名）

No. 年齢 コメント

103 芝岡 美津穂 シバオカ ミヅホ 28 頑張ります！

104 藤塚 梨央 フジツカ リオ 21 まだまだ成長途中ですが全力で頑張ります！

105 谷津 ひとみ ヤツ ヒトミ 34

高校生のとき、男女20人ずつ合計40人のクラスで腕相撲大会をしたら40人中7位でし

た。2019のスポルテックでは優勝してプロテインもらいました（笑）多分腕相撲強い

はず！がんばります。

女子の部レフトハンド（3名）

No. 年齢 コメント

106 芝岡 美津穂 シバオカ ミヅホ 28 頑張ります！

107 中戸川 亜佑子 ナカトガワ アユコ 21 久しぶりの大会なので、頑張ります\(´ω`)/

108 藤塚 梨央 フジツカ リオ 21 まだまだ成長途中ですが全力で頑張ります！

Bクラス（試合経験あり）
Bクラスライトハンド75㎏以下級（5名）

No. 年齢 コメント

58 梅原 慎治 ウメハラ シンジ 42

59 窪田 伸夫 クボタ ノブオ 32

60 今野 将也 コンノ マサヤ 28

61 沢村 亮汰 サワムラ リョウタ 18 優勝！！

62 西村 大輔 ニシムラ ダイスケ 46

Bクラスレフトハンド75㎏以下級（3名）

No. 年齢 コメント

63 窪田 伸夫 クボタ ノブオ 32

64 今野 将也 コンノ マサヤ 28

65 西村 大輔 ニシムラ ダイスケ 46

Bクラスライトハンド75㎏超級（8名）

No. 年齢 コメント

66 阿部 団 アベ ダン 33 初めてですが自分をアピールできるように頑張りたいと思います。

67 飯野 和哉 イイノ カズキ 39

68 熊沢 優宏 クマザワ マサヒロ 22 もう優勝しかないと思うんで、全員ぶっ倒して優勝します

69 佐藤 真樹 サトウ マサキ 25 勝ちます

70 沢村 亮汰 サワムラ リョウタ 18 優勝！！

71 寺田 昌司 テラダ ショウジ 42

72 羽成 玄汰 ハナリ ゲンタ 20 がんばります。

73 山口 優作 ヤマグチ ユウサク 20

Bクラスレフトハンド75㎏超級（5名）

No. 年齢 コメント

74 飯野 和哉 イイノ カズキ 39

75 熊沢 優宏 クマザワ マサヒロ 22 もう優勝しかないと思うんで、全員ぶっ倒して優勝します

76 佐藤 真樹 サトウ マサキ 25 勝ちます

77 寺田 昌司 テラダ ショウジ 42

78 羽成 玄汰 ハナリ ゲンタ 20 がんばります。

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ



Aクラス（地方大会上位入賞経験あり、または全国大会出場経験あり）
Aクラスライトハンド80㎏以下級（9名）

No. 年齢 コメント

35 大里 康之 オオサト ヤスユキ 31 必ず優勝する

36 大高 宏英 オオタカ ヒロヒデ 40 久しぶりの大会なので楽しみたいです！

37 熊谷 健人 クマガイ ケント 30 勝ちたい！

38 齊藤 匡彦 サイトウ マサヒコ 35

39 杉本 茂治 スギモト シゲハル 34 怪我なく無事に帰ります。

40 中嶋 健人 ナカジマ ケント 28 頑張ります！

41 松本 勝 マツモト マサル 45

42 丸山 尚人 マルヤマ ナオト 33

43 望月 真幸 モチヅキ マサユキ 41 久しぶりの大会ですが、胸を借りる気持ちで頑張りたい。

Aクラスレフトハンド80㎏以下級（6名）

No. 年齢 コメント

44 安藤 弘貴 アンドウ ヒロタカ 36

45 伊東 祐俊 イトウ スケトシ 37

46 大里 康之 オオサト ヤスユキ 31 必ず優勝する

47 大高 宏英 オオタカ ヒロヒデ 40 久しぶりの大会なので楽しみたいです！

48 齊藤 匡彦 サイトウ マサヒコ 35

49 望月 真幸 モチヅキ マサユキ 41 久しぶりの大会ですが、胸を借りる気持ちで頑張りたい。

Aクラスライトハンド80㎏超級（4名）

No. 年齢 コメント

50 稲垣 亮平 イナガキ リョウヘイ 37

51 梶田 侑希 カジタ ユウキ 24 全力出し切りたいと思います。宜しくお願い致します。

52 川崎 克也 カワサキ カツヤ 21

53 辻 龍生 ツジ リュウショウ 20 頑張ります

Aクラスレフトハンド80㎏超級（4名）

No. 年齢 コメント

54 稲垣 亮平 イナガキ リョウヘイ 37

55 梶田 侑希 カジタ ユウキ 24

56 川崎 克也 カワサキ カツヤ 21

57 辻 龍生 ツジ リュウショウ 20

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ

選手名 フリガナ



Sクラス（全国大会上位入賞経験あり※無差別）
Sクラスライトハンド（14名）

No. 年齢 コメント

伊東 祐俊 イトウ スケトシ 37

江田 勇斗 エダ ユウト 22 がんばります

小沼 啓紀 オヌマ ヒロノリ 31 がんばります

勝見 宣右 カツミ ノリアキ 50 この年齢でもトップ選手とアームレスリング勝負できる喜びを同世代に届けたい！！

小宮 洋平 コミヤ ヨウヘイ 28

齊藤 安則 サイトウ ヤスノリ 37 私のキャッチコピーはザ・ビーストです

崎間 達明 サキマ タツアキ 29 久々の大会出場でワクワクしています。

清水 雄治郎 シミズ ユウジロウ 43 頑張ります！

永浦 心 ナガウラ シン 20 ガリガリですが、頑張ります。

前田 一平 マエダ イッペイ 34 アームレスリングをメジャーにしたい！

　2015年JAWA全日本65kg級右優勝／2019年茨城国体90kg級右3位

マカリアー ジェイク 23 ジェイクと呼んでください。

松本 有剛 マツモト ユウゴウ 35 今出せる100%の力を発揮します！

森井 亮平 モリイ リョウヘイ 31 優勝目指して頑張ります！

　2019年真青同盟杯Sクラス右3位

吉田 徹 ヨシダ トオル 56 孫7人56歳最高齢頑張りますコロナ禍の中ジジイパワーでコロナを吹っ飛ばします

Sクラスレフトハンド（10名）

No. 年齢 コメント

江田 勇斗 エダ ユウト 22 がんばります

小沼 啓紀 オヌマ ヒロノリ 31 がんばります

齊藤 安則 サイトウ ヤスノリ 37 私のキャッチコピーはザ・ビーストです

清水 雄治郎 シミズ ユウジロウ 43 頑張ります！

永浦 心 ナガウラ シン 20 ガリガリですが、頑張ります。

長津 康祐 ナガツ コウスケ 27 素人ですが素人なりに頑張らせていただきます！

　2019年AJAF全日本75kg級左優勝／2019年WAF世界選手権出場

マカリアー ジェイク 23 ジェイクと呼んでください。

松本 有剛 マツモト ユウゴウ 35 今出せる100%の力を発揮します！

丸山 尚人 マルヤマ ナオト 33

　2017年AJAF全日本A-2部門80kg級準優勝

森井 亮平 モリイ リョウヘイ 31 優勝目指して頑張ります！

　2019年真青同盟杯Aクラス優勝

　2019年全日本腕相撲100kg優勝

　2020年フジヤマカップA+70kg右3位

　2019年WAF世界選手権出場

　2014年AAFアジアマスターズ優勝

　2019年AJAF全日本75kg級左3位

　2018年AJAF全日本90kg級左優勝

　2019年ズローティW杯63kg級左3位／2017年AJAF全日本75kg級左優勝

　2018年JAWA全日本80kg級左3位

　2019年真青同盟杯Sクラス左準優勝

　2020年フジヤマカップA+70kg左優勝

　第41回世界アームレスリング選手権選考仙台大会-100kg 左3位

90

　2014年AJAF全日本100kg級右準優勝

　2018年AJAF全日本80kg級右優勝

　2017 USAA×Europe Games(アメリカ) プロライト-80kg 3位

　2017年AJAF全日本70kg級右ベスト8
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選手名 フリガナ

　2017年AJAF全日本70kg級右優勝

　2019年JAWA全日本78kg級右優勝

　2019年AJAF全日本90kg級右準優勝／2019年WAF世界選手権出場

選手名 フリガナ


