＜コロナ感染症対策に沿った大会様式にご協力 ご観戦ありがとうございました＞

第１８回甲斐拳アマ大会
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２０２１年 ７月２５日（日）

■主催 ・YKA・山梨県キックボクシング協会

■認定 ・JAKF・日本アマキック連盟＜ＳＭＡＳＨＥＲＳ＞

■問合 マイウェイジム 055-228-2325

■会場 ダイケン・スリーツリージム

■受付&計量 １１：００～／試合開始 １２：００～

■ Ｋ・小学生 /Ｊ・中学生 /Ｌ・女性＝１：３０×２Ｒ/３０

□甲斐拳認定級段は大会毎に戦力審査（７級～５段）

【試合結果】

■ Ａ・高校～一般 /Ｓ・シニア＝２：００×２Ｒ/６０

■上側＝赤コーナー

◆第１２試合＜Ｊクラス/-４２ｋｇ＞ ２RTKO

◆第 １試合＜Ｋクラス/-２０ｋｇ＞ １RKO
×天野 海覇 （STYLE PLUS GYM/７級) Ｋ３
◎下家 綾之助 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰｼﾞﾑ/５級) Ｋ３
◆第 ２試合＜Ｋクラス/-２０ｋｇ＞ 判定＝０－３

◆第１３試合＜Ｊクラス/-５７ｋｇ＞ 判定＝０－３
×渡辺 遊糸 （STYLE PLUS GYM/) Ｊ３
〇須永 遥太 （真弘館/) Ｊ３

×後藤 高虎 (武道会館/６級) Ｋ３
〇細井 祐李 （峯心会/) Ｋ３
◆第 ３試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞ 判定＝３－０
〇山崎 優姫 (武道会館/５級) Ｋ３
×上條 朱之音 (安曇野キックの会/) Ｋ３

■第１４試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞ 判定＝３－０
〇仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム/３級)
×芦澤 龍承 (武道会館/) Ｋ３ ②

Ｋ３

■第１５試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞ ２RＴKO

◆第 ４試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞ １RKO
◎山崎 佳野 (武道会館/３級) Ｋ３
×谷内 章介 （峯心会/) Ｋ３

×有賀 澄晴

(マイウェイスピリッツジム/６級) Ｋ３ ②

◎野口 椿姫 （翔武会/) Ｋ３

◆第 ５試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞ 判定＝２－１
〇芦澤 龍承 (武道会館/) Ｋ３
×野口 龍眞 （翔武会/) Ｋ３

◆第１６試合＜L クラス/－６０ｋｇ＞ ２RTKO
◎志村 早紀 (渡辺ジム/) Ｌ３Ｆｅ
×古屋 千夏 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰｼﾞﾑ/) Ｌ３Ｆｅ

◆第 ６試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞ 判定＝３－０
〇宮下 隼人 （STYLE PLUS GYM/) Ｋ３
×柿島 有理 （翔武会/) Ｋ３
◆第 ７試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞ 判定＝３－０
〇有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム/６級)
×羽田 京平 (武道会館/) Ｋ３

Ｋ３

◆第 ８試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞ 引分＝１－０
△野口 琉愛 (マイウェイスピリッツジム/)
△長田 力樹 （翔武会/) Ｋ３

×服部 大哉 (拳竜会/１級) Ｋ２
◎小林 慎 （真弘館/) J３

Ｋ３

×其田 一平 (ジャック･サンダース/) Ｓ３Ｌｉ
〇小林 隼人 (Hang Out/) Ｓ３Ｌｉ
◆第１８試合＜A クラス/L・ヘビー級＞ 判定＝３－０
〇玄間 貴大 （峯心会/) Ａ２ＬＨ
×進藤 健太 (マイウェイジム/４級) Ａ３ＬＨ
◆第１９試合＜A×Ｓクラス/ヘビー級＞ １RKO
×米倉 良太 (ジャック･サンダース/) Ｓ２Ｈｅ
◎渡辺 颯 （翔武会/１段) Ｐ１Ｈｅ

◆第 ９試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞ 判定＝３－０
×春原 優音 (マイウェイスピリッツジム/３級)
〇渡辺 龍心 (渡辺ジム/３級) Ｋ２

◆第１７試合＜Ｓクラス/ライト級＞ 判定＝０－３

Ｋ２

◆第２０試合＜A×Ｓクラス/ヘビー級＞ ２RKO
◎森嶋 貴志 （STYLE PLUS GYM/) Ａ２Ｈｅ
×三井 幸弘 (マイウェイジム/１段) Ｓ１Ｈｅ

◆第１０試合＜Ｊクラス/-４０ｋｇ＞ ２RKO
◎清水 龍月 (拳竜会/１段) Ｊ１
×天野 充 (武道会館/１級) Ｊ２
■第１１試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞ 判定＝０－３
×桑原 桜音弥 （STYLE PLUS GYM/) Ｋ３
〇上條 朱之音 (安曇野キックの会/) Ｋ３ ②

※休憩〈リング消毒〉
◆第２１試合＜A クラス/ウェルター級＞ ２RKO
◎長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ａ３Ｌｉ
×大浦 風満 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰｼﾞﾑ/） A３We

■上側＝赤コーナー
◆第２２試合＜A クラス/フェザー級＞ 判定＝０－３
×小松 楓 (マイウェイジム/１級) Ａ２Ｆe
〇藤原 将裕 (拳竜会/１段) Ｐ２Ｂａ
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◆第３５試合＜A クラス/ライト級＞ 引分＝１－０
△前田 大尊 (マイウェイジム/３段) Ａ１Ｆｅ
△谷村 矢吹 （真弘館/) Ｐ２Ｌｉ

◆第２３試合＜A クラス/ヘビー級＞ 判定＝３－０
〇栗田 豊 (ジャック･サンダース/２段) Ｓ１Ｈｅ
×賀川 祐任 (甲府ファイトクラブ/) Ｓ３Ｈｅ
◆第２４試合＜A クラス/バンタム級＞ 引分＝０－０
△上條 裕太郎 （峯心会/) Ａ３Ｂａ
△上條 竜弥 (安曇野キックの会/) Ａ３Ｂａ
◆第２５試合＜A クラス/フェザー級＞ 判定＝３－０

■ 表彰式 ▶各賞受賞者（選考委員/本部・審判部）
・最優秀選手賞（MVP） 清水 龍月 (拳竜会/中３)
・優秀選手賞

有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム/小３)

〇中山 光英 (マイウェイスピリッツジム/) Ａ３Ｆｅ
×肥田 息吹 (ジャック･サンダース/) A３Ｆｅ

的場 祐哉 (金国煥テコンドウスクール/一般男子)
志村 早紀 (渡辺ジム/一般女子)

◆第２６試合＜A クラス/Ｓ・ライト級＞ 判定＝０－３
×中山 潔 (マイウェイスピリッツジム/) Ａ３ＳＬ
〇山田 陸人 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰｼﾞﾑ/) A３ＳＬ
◆第２７試合＜Ｊ×A クラス/Ｓ・ライト級＞ 判定＝０－３
×片桐 聖也 （Tiger Gym Japan/) Ｊ２ＳＬ
〇飛奈 颯 （真弘館/) Ａ２ＳＬ

山崎 優姫 (武道会館/小２)

・会長賞

栗田

・技能賞

山崎 佳野 (武道会館/小４)

・敢闘賞

渡辺 龍心 (渡辺ジム/小６)

・勝利者賞

豊 (ジャック･サンダース/シニア)

賞 状

◆第２８試合＜A クラス/Ｓ・ライト級＞ ２RKO
×波頭 祐希 (都留文大キック同好会/) Ａ３ＳＬ
◎的場 祐哉 (金国煥テコンドウスクール/) Ａ３ＳＬ
◆第２９試合＜A クラス/ライト級＞ 判定＝０－３
×米山 大貴 （Tiger Gym Japan/) A３Ｌｉ
〇小泉 栄希 （真弘館/) Ａ３Ｌｉ
◆第３０試合＜A クラス/ライト級＞ ノーコンテスト
―原
泰知 （Tiger Gym Japan/) Ａ３Ｌｉ
―平林 大季 (安曇野キックの会/) Ａ３Ｌｉ
◆第３１試合＜A クラス/ミドル級＞ 判定＝３－０
〇千田 志輝 (マイウェイジム/) Ａ３Ｍｉ
×羽田 弥真斗 （峯心会/) Ａ３Ｍｉ
■第３２試合＜A クラス/Ｓ・ライト級＞ 引分＝１－１
△長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ａ３ＳＬ ②
△望月 駿平 (Hang Out/) Ａ３ＳＬ

＜新型コロナ感染症＞対策として
■運営役員、観戦者全員
①マスク着用 （選手は対戦中以外着用）
②入口＝検温・手指消毒 （協会備品設置）
③応援＝１選手１名まで （幼児不可）
⑤セコンド：１選手は１名、選手２名以上は２名まで
⑥隣人との間隔を開ける（１ｍ）
▶声を出しての応援はご遠慮下さい
▶拍手のみ、の応援となります
▶ご協力、よろしくお願い致します

■第３３試合＜A クラス/ライト級＞ 判定＝２－０
〇小松 楓 (マイウェイジム/１級) Ａ２Ｆe ②
×島田 和哉 （峯心会/) Ａ２Ｌｉ
■第３４試合＜Ａ×Ｓクラス・ヘビー級＞ 判定＝０－３
×栗田 豊 (ジャック･サンダース/２段) Ｓ１Ｈｅ ②
〇磯谷 幸貴 (渡辺ジム/) Ａ２Ｈｅ

◇ご協力ありがとうございました。
山梨県キックボクシング協会

