
     ２０１７年１１月５日（日）

      ≪第１９０回日本アマキック連盟定期戦≫ 

      ■主催：ＹＫＡ・山梨県キックボクシング協会 

 ■認定：ＪＡＫＦ・日本アマチュアキックボクシング連盟         

                ■場所：山梨県流通会館 

                                    

  【試合結果】   ❖上側＝赤コーナー 

■Ｋ・Ｊ‐クラス 小中学生＜１：３０×２Ｒ／in３０＞ 

◆第１試合 Ｋ‐クラス  判定＝０－３ 

 ×宮坂 琉生 (拳竜会) Ｋ3-２年２６.5 （‐３０） 

 〇上原 泰地 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ３-３年２１ (‐２５) 

◆第２試合 Ｋ‐クラス  判定＝３－０ 

 〇宮崎 遼二 (拳竜会) K２-２年２６.5 （‐３０） 

 ×有賀陽輝 (マイウェイスピリッツ) Ｋ３-２年３３ (‐３５) 

◆第３試合 Ｋ‐クラス  判定＝０－３ 

 ×宮坂徠希 (拳竜会) K３-４年２７.5 （‐３０） 

 〇伊藤 梨一 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ３-４年３１ (‐３０) 

◆第４試合 Ｋ‐クラス  判定＝１ＲＫＯ 

 ◎宮下 颯太 (ダイケンスリーツリー)  Ｋ３-６年２７ （‐３０）  

 ×上原 心汰 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ２-５年２９ (‐３０)② 

◆第５試合 Ｋ‐クラス  判定＝３－０  

 〇天野 蒼也 （武道会館） Ｋ２-４年２９ (‐３０) 

 ×上原 心汰 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ２-５年２９ (‐３０)①  

◆第６試合 Ｋ‐クラス  判定＝ドロー（１－０） 

 △田畑華依哉 (マイウェイ) Ｋ２-５年３１.5 (‐３５) 

 △清水 龍月 (拳竜会) K１-５年３４ (‐３５) 

◆第７試合 Ｋ‐クラス  判定＝０－２ 

 ×立川精之助 (マイウェイ) Ｋ１-４年３６ (‐４０) 

 〇牧野 愛斗 （ＰＣＫ総本部） Ｋ１-６年３４.５ (‐３５) 

◆第８試合 Ｋ‐クラス  判定＝３－０ 

 〇前田 大尊 (マイウェイ) Ｋ１-６年３４ (‐３５) 

 ×松澤  善 （渡辺） J２-１年３４ (‐３５) 

◆第９試合 Ｋ‐クラス  １ＲＫＯ 

 ×河野 迅飛 (ダイケンスリーツリー)  Ｋ３-６年４１ (‐４０) Ｄｅ 

 ◎阿部マリア （ＰＣＫ大崎） Ｋ３-６年４２ (‐４０) 

  

  【ワンマッチ表彰選手】 

   ❖ＭＶＰ   前田 大尊 (マイウェイジム) 

    敢闘賞  宮崎 遼二 (拳竜会) 

    技術賞  上沼 竜弥 (ＴｉｇａｅｒＧｙｍＪａｐａｎ) 

    努力賞  栗田  豊 (ジャックサンダースジム) 

    ＫＯ賞   阿部マリア (ＰＣＫ大崎) 

                                   

 ❖上側＝赤コーナー 

■Ｋ・Ｊ‐クラス 小中学生＜１：３０×２Ｒ／in３０＞ 

◆第１０試合 Ｊ×Ｋ‐クラス  判定＝２－０ 

 〇清水 亜星 (拳竜会)  Ｊ１-２年４０ (‐４０)  

 ×高野 優也 (ダイケンスリーツリー)  Ｋ２-６年４８ (‐５０)① 

◆第１１試合 Ｊ×Ｋ‐クラス  ２ＲＫＯ 

 ×小松  楓 (マイウェイ) Ｋ２-６年４２.５ (‐４5) 

 ◎中林徹太 （ＰＣＫ仙台東） Ｊ３-２年４１ (‐４５) 

◆第１２試合 Ｊ‐クラス     判定＝３－０ 

 〇宮崎 頼悟 (拳竜会) Ｊ１-２年４５ (‐４5) 

 ×八田 琉威 (マイウェイスピリッツ)  Ｊ１-２年４７ (‐５０)① 

◆第１３試合 Ｊ×Ｋ‐クラス  １ＲＴＫＯ 

 ×高野 優也 (ダイケンスリーツリー)  Ｋ２-６年４８ (‐５０)② 

 ◎清水豪之晟 (マイウェイスピリッツ)  Ｊ１-２年４９ (‐５０)  
 

■Ｌ‐クラス 女性 ＜１：３０×２Ｒ／in３０＞ 

◆第１４試合 Ｌ．フライ級   ２ＲＫＯ 

 ×佐藤 美理 （ダイケンスリーツリー） Ｌ３ＬＦ-１５５ 

 ◎佐伯 果林 （ＰＣＫ総本部） Ｌ３ＬＦ-１５２ 

◆第１５試合 バンタム級    判定＝０－３ 

 ×坂本 奈央 (マイウェイ)  Ｌ３Ｂａ-１６０ Ｄｅ 

 〇佐藤 朋子 (渡辺) Ｌ３Ｂａ-１６５ Ｄｅ 

  

■Ｓ‐クラス ４０才～ ＜１：３０×２Ｒ／in３０＞ 

◆第１６試合 フェザー級    ２ＲＫＯ 

 ◎和知 正仁 （翔武会） Ｓ２Ｆe-１６０ (４７) 

 ×雨宮 健二 (マイウェイスピリッツ)  Ｓ３Ｆｅ-１６２ （４１） 

◆第１７試合 ライト級     ２ＲＫＯ 

 ◎望月 英伸 （ジャック・サンダース） Ｓ３Ｌｉ-１7３ （５２） 

 ×伊藤  毅 (マイウェイスピリッツ)  Ｓ３Ｆｅ-１７４ （４３）Ｄｅ 



◆第１８試合 ライト級    ２ＲＫＯ 

 ×渡辺 和利 (和術慧舟會富士山道場) Ｓ３Ｌｉ-１７０ （４３） 

 ◎小島 諒平 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｌｉ-１７２ （３２）Ｄｅ 

◆第１９試合 ウェルター級  ２ＲＫＯ 

 ◎太田 高史 (ダイケンスリーツリー) Ｓ３Ｗｅ-１７２ （４２） 

 ×松倉 範匡 （ジャック・サンダース） Ｓ３Ｗｅ-１８０ （４５）Ｄｅ 

 

■Ａ‐クラス 高校・一般＜２：００×２Ｒ／in３０＞ 

◆第２０試合 Ｌ．フライ級  ２ＲＫＯ 

 ◎柳沢 秀斗 (ダイケンスリーツリー)  Ａ３ＬF-１５３ （２４）De 

 ×八田 琉威 (マイウェイスピリッツ)  Ｊ１ＬF-１５９ (１４)② 

◆第２１試合 ウェルター級 判定＝ドロー１－１ 

 △荻野  充 (ダイケンスリーツリー)  Ａ３Ｗｅ-１７３ （３１） 

 △黒澤 雄太 （TigerGymＪａｐａｎ）Ａ３Ｗｅ-１７４ （３３）Ｄｅ 

◆第２２試合 ヘビー級   判定＝２－１ 

 〇春日 秀俊 (マイウェイ) Ｓ３Ｈｅ-１７３ （４４） 

 ×栗田  豊 （ジャック・サンダース） Ｓ１He-１７１ （５４）① 

◆第２３試合 ヘビー級   １ＲＫＯ 

 ◎佐野 裕一 （ダイケンスリーツリー) Ａ３ＬＨ-１８３ （３７）Ｄｅ 

 ×田口 貴秋 (和術慧舟會富士山道場) Ｓ３Ｈｅ-１７２ （４１） 

◇第２４試合 ヘビー級   判定＝３－０ 

 〇佐藤  渉 （ダイケンスリーツリー)  A３Ｈｅ-１７８ （２３）Ｄｅ 

 ×栗田  豊 （ジャック・サンダース） Ｓ１He-１７１ （５４）② 

◆第２５試合 バンタム級＜プロテスト＞判定＝３－０ 

 〇清水 陽斗 (拳竜会)  Ａ１Ｂａ-１６８ （１８）ＰＴ 

 ×佐藤英二 (マイウェイ) Ｐ１Ｆｅ 

◆第２６試合 フェザー級   判定＝３－０ 

 〇上沼 竜弥 （TigerGymＪａｐａｎ）Ａ２Ｆｅ-１６９ （１８） 

 ×有泉未来哉 (マイウェイスピリッツ)  Ｊ３-１７３（１５） 

◆第２７試合 フェザー級   ２ＲＫＯ 

 ×杉山 真喜 （和術慧舟會富士山道場）Ａ３Fe―１６６ （３） 

 ◎川村 遊羅 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｆｅ-１７０ （１５）  

◆第２８試合 フェザー級   ２ＲＫＯ 

 ×外川  涼 （STYLE PLUS） Ａ３Fe-１７1 （２２） 

 ◎秋山 海斗 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｆｅ-１６２ （１６） 

 

◆第２９試合 ライト級   判定＝３－０ 

 〇小川 昌夫 (和術慧舟會富士山道場) Ａ１Ｌｉ-１６５ （３７） 

 ×加藤 悠斗 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｌｉ-１６８ （２４） 

◆第３０試合 Ｓ．ライト級 １ＲＫＯ 

 ×山川 理毅 (ダイケンスリーツリー)  Ａ３ＳＬ-１６９ （２１）Ｄｅ 

 ◎志村 貴昭  （STYLE PLUS） Ａ３SL-１７９ （１７） 

◆第３１試合 ウェルター級 判定＝３－０ 

 〇渡辺 雄太 (マイウェイ) Ａ２ＳＬ-１７５ （３４） 

 ×牧野 大夢 (マイウェイスピリッツ)  Ｊ３Ｗｅ-１７６（１４） 

◆第３２試合 ウェルター級 １ＲＫＯ 

 ×望月 良樹 (和術慧舟會富士山道場) Ａ２Ｗｅ-１６７ （３６） 

 ◎杉田  健 (マイウェイスピリッツ)  Ａ２Ｗｅ-１８３ （１６） 

 

    
山梨県キックボクシング協会 

                                

  事務局／マイウェイジム  

        ４００－００４６甲府市下石田２-１９-１７ 
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