
●第 20回 2017年度 四国アームレスリング選手権大会 平成 29 年(徳島板野郡フジグラン北島) 

 

 優   勝 第 ２ 位 第 ３ 位 

男子レフトハンド 65ｋｇ以下 地藤 一世(香川) 上遠 紘太(徳島) 本多 研太郎(高知) 

男子レフトハンド 75ｋｇ以下 米澤 詩郎(徳島) 稲岡 聖翁(徳島) 齋藤  樹  (徳島) 

男子レフトハンド 75ｋｇ超 吉田 隼人(徳島) 伊東 孝幸(愛媛) 宮崎 博之(香川) 

男子マスターズレフトハンド無差別 堀川 貴弘(高知) 多田 良雄(徳島) 渡辺 涼二(愛媛) 

男子ライトハンド 65ｋｇ以下 石川  陵 (高知) 地藤 一世(香川) 本多 研太郎(高知) 

男子ライトハンド 75ｋｇ以下 多田 良雄(徳島) 中島 誠一(高知) 長井 啓司(愛媛) 

男子ライトハンド 75ｋｇ超 藤本 晃輝(愛媛) 仙頭 譲司(高知) 伊東 孝之(愛媛) 

男子マスターズライトハンド無差別 北村  勇 (徳島) 堀川 貴弘(高知) 中川 透 (徳島) 

 

●第 21回 2018年度 四国アームレスリング選手権大会 平成 30年 11 月 4 日 宇多津秋の大収穫祭特設会場 

 優   勝 第 ２ 位 第 ３ 位 

女子ライトハンド無差別 出水 なつよ(愛媛) 筒井 逸世(香川) 雨宮 亜希(愛媛) 

マスターズレフトハンド 70kg以下 小寺 敏勝(香川) 真鍋 晴樹(香川) 川崎 良幸(香川) 

マスターズレフトハンド 70kg超 木浦 広志(愛媛) 樋口 素己(香川) 堀川 貴弘(高知) 

マスターズライトハンド 70kg以下 小寺 敏勝(香川) 石本 大郎(高知) 川崎 良幸(香川) 

マスターズライトハンド 70kg超 前川 和行(香川) 中川  透(徳島) 高野 知次(愛媛) 

レフトハンド 65ｋｇ以下 中西 大介(香川) 平澤 正雄(香川) 石川  陵(高知) 

レフトハンド 75ｋｇ以下 寺内  颯(高知) 地藤 一世(香川) 稲岡 聖翁(徳島) 

レフトハンド 75ｋｇ超 𠮷田 隼人(徳島)  粂  勇也(香川) 富田 雄介(香川) 

ライトハンド 65ｋｇ以下 矢野 大輔(高知) 石川  陵(高知) 川畑 秀夫(香川) 

ライトハンド 75ｋｇ以下 長井 啓司(愛媛) 地藤 一世(香川) 寺内  颯(高知) 

ライトハンド 75ｋｇ超 粂  勇也(香川) 篠原 聖弥(香川) 朝川 正章(徳島) 

 

●第 22回 2019年度 四国アームレスリング選手権大会 令和元年 9 月 8日 三里文化会館(高知県) 

 優   勝 第 ２ 位 第 ３ 位 

ビギナーレフトハンド無差別 福岡 鉄平   (愛媛) 廣岡 健明  (愛媛) 木野 裕俊   (徳島) 

ビギナーライトハンド無差別 橋本 一也   (香川) 矢田部 泰輔 (香川) 角鹿 達也   (徳島) 

マスターズレフトハンド無差別 多田 良雄   (徳島) 堀川 貴弘  (高知) 中川 透    (徳島) 

マスターズライトハンド無差別 多田 良雄  (徳島) 藤井 一   (徳島) 堀川 貴弘  (高知) 

レフトハンド 65ｋｇ以下 本多 研太郎 (高知) 石川 陵   (高知) 宮川 善光  (愛媛) 

レフトハンド 75ｋｇ以下 稲岡 聖翁  (徳島) 米澤 詩郎  (徳島) 杉河 佑城  (徳島) 

レフトハンド 75ｋｇ超 粂  勇也  (香川) 篠原 聖弥  (香川) ﾌﾛｰﾚｱ ﾏﾘｳｽ  (徳島) 

ライトハンド 65ｋｇ以下 石川 陵   (高知) 小前 大貴  (香川) 田中 一圭  (高知) 

ライトハンド 75ｋｇ以下 寺内 颯   (高知) 稲岡 聖翁  (徳島) 米澤 詩郎  (徳島) 

ライトハンド 75ｋｇ超 安本 大輝  (高知) 粂 勇也   (香川) 田中 竜雄   (高知) 

 

 


