
  第２０回「全日本選手権７階級」トーナメント＆ 

第２２８回「ＳＭＡＳＨＥＲＳ」ワンマッチ大会 

❑主催：山梨県キックボクシング協会/事務局(マイウェイジム) 

❑認定：日本アマチュアキックボクシング連盟 

❑会場：東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ韮崎文化ﾎｰﾙ(山梨)                      /  
 

❑ ＪＵＮＩＯＲ ４階級 トーナメント  

■第１/２試合＜小学生/-２８ｋｇトーナメント＞  

×  ①有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年 

○○②阿部  凌 (橋本道場) Ｋ１-３年       

×  ③林  琥白 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-３年 

○×④小貝 春喜 (拳伸ジム) Ｋ２-３年 
     

■第３/４試合＜小学生/-３１ｋｇトーナメント＞  

○○①阿部  龍 (橋本道場) Ｋ１-４年       

×  ②堤  海斗 (マスターズピット) Ｋ１-６年 

×  ③宮城  碩 （FREEDOM＠OZ） Ｋ１-３年  

○×④中村 賢輝 (ＰＣＫ総本部) Ｋ２-５年 
 

■第５/６試合＜小学生/-３４ｋｇトーナメント＞ 

×  ①林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年 

○×②大久保海成 (橋本道場) Ｋ１-６年  

×  ③仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年 

○○④宮城壮一朗 （FREEDOM＠OZ） Ｋ１-５年  
 

■第７/８試合＜小・中学生/-４０ｋｇトーナメント＞ 

×  ①伊藤 清柾 (ＰＣＫ大崎) Ｋ１-６年 

○×②宮崎 遼二 (拳竜会) Ｊ１-１年  

○○③山口 慶大 (MIYABI) Ｊ１-１年        

×  ④渡辺 龍心 (渡辺ジム) Ｊ２-１年  
 

❑ Ａ‐CLASS ３階級 トーナメント  

■第９/10 試合＜バンタム級トーナメント・一般＞ 

－○○①清水 亜星 (拳竜会) Ａ１Ｂａ  

○×  ②齊藤 琉希 (ONE SIDE) Ａ２Ｂａ 

×    ③𠮷角 綾真 (マイウェイジム) Ａ２Ｂａ  

○  ×④小杉 一維 (BLITZ) Ａ２Ｂａ 

×    ⑤廣兼 勝信 (ONE SIDE) Ａ３Ｂａ  
      

■第１１/１２試合＜フェザー級トーナメント・一般＞ 

－○×①遠藤 武寛 (BLITZ) Ａ１Ｆｅ    

×    ②中村 ジゲン (橋本道場) Ａ３Ｆｅ    

○×  ③白谷 征也 (FJ KICKASS) Ａ２Ｆｅ 

○－○④佐藤 蓮真 (ＰＣＫ総本部) Ａ１Ｆｅ 

×    ⑤浅見信二朗 (橋本道場) Ａ２Ｆｅ   
 

■第１３/１４試合＜ヘビー級トーナメント・一般＞   

○○①横森 雄介 （フォーランバス） Ａ２Ｈｅ 

×  ②森  亮治 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２Ｈｅ 

○×③田澤 良治 （真弘館) Ａ２Ｈｅ 

×  ④藤倉 悠 (フリー) Ａ１Ｈｅ ・棄権 

 

❑ ＯＮＥ ＭＵＣＨ  

◆第１５試合＜Ｋクラス/-２３ｋｇ＞      判定＝０－３ 

×中村 陽太 (ＰＣＫ総本部) Ｋ３-１年  

○石井 大耀 (拳伸ジム) Ｋ２-１年 

◆第１６試合＜Ｋクラス/-２３ｋｇ＞       判定＝１－１     

△後藤 高虎 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-１年  

△芦澤璃々彩 (武道会館) ＫL３-２年 

◆第１７試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×中山  律 （マイウェイジム） Ｋ３-１年 

○下家綾之助 (ダイケンスリーツリー) Ｋ３-１年 

◆第１８試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞       判定＝１－１ 

△周 仁楽 (STYLE PLUS GYM) ＫＬ３-３年 

△山田 倖大 (橋本道場) Ｋ３-２年 

◆第１９試合＜Ｋクラス/-２７ｋｇ＞       判定＝１－２ 

×深沢  陽  （拳竜会) Ｋ３-３年 

○山崎 優姫 (武道会館) ＫL２-３年 

◆第２０試合＜Ｋクラス/-２７ｋｇ＞       判定＝３－０ 

○小屋松晴空 (マスターズピット) Ｋ３-３年          

×山崎 優姫 (武道会館) ＫL２-３年 

◆第２１試合＜Ｋクラス/-２８ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×有賀 千暖 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-１年 

○坂本 昭翔 (武道会館) Ｋ３-２年 

◆第２２試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×松元 陸斗 (ASHURAGYM) Ｋ３-１年 

○武藤 翔伍 (武道会館) Ｋ３-２年  

◆第２３試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×廣瀬 優乃 (STYLE PLUS GYM) ＫL３-３年  

○下家小麻莉 (ダイケンスリーツリー) ＫL３-３年 

◆第２４試合＜Ｋクラス/-３３ｋｇ＞１      判定＝０－３ 

×神田 龍生 (ASHURAGYM) Ｋ３-４年  

○祝  蒼大 (武道会館) Ｋ３-３年 
◆第２５試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞       判定＝３－０ 

○宮林  聖 (ASHURAGYM) Ｋ３-５年 

×後藤  暖 (武道会館) Ｋ３-４年 

◆第２６試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞       判定＝３－０ 

○吉田 稀一 （拳竜会) Ｋ３-５年 

×宮林  聖 (ASHURAGYM) Ｋ３-５年② 

◆第２７試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞       判定＝１－２ 

×石坂 帝徳 (マスターズピット) Ｋ２-６年 

○福田  琉 （真弘館) Ｋ３-６年 

◆第２８試合＜Ｊクラス/-３７ｋｇ＞       判定＝０－０ 

△神田 凌和 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年   

△石井 蹴斗 (拳伸ジム) Ｊ３-１年 

◆第２９試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×山崎 佳野 (武道会館) Ｋ２-５年 

○後藤 結心 (拳伸ジム) Ｋ２-４年 
◆第３０試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞       判定＝０－０ 

△芦澤 龍承 (武道会館) Ｋ３-５年   

△菊池 優陽 (橋本道場) Ｋ３-４年       

 



■第３１試合＜バンタム級トーナメント準決勝＞ 判定＝３－０  

○清水 亜星 (拳竜会) VS.×齊藤 琉希 (ONE SIDE)  

 

■第３２試合＜フェザー級トーナメント準決勝＞ 判定＝３－０ 

○遠藤 武寛 (BLITZ) VS.×白谷 征也 (ＦJ KICK ASS) 
 

◆第３３試合＜Ｋクラス/-３８ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×小野田兼太朗 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-５年 

○石井  漣 (拳伸ジム) Ｋ３-５年 

◆第３４試合＜Ｋクラス/-４３ｋｇ＞        判定＝３－０ 

○堀井 綾斗 (渡辺ジム) Ｋ２-６年①   

×有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-４年 

◆第３５試合＜Ｋクラス/-４３ｋｇ＞        判定＝３－０ 

○西村 利月 (橋本道場) Ｋ２-６年 

×堀井 綾斗 (渡辺ジム) Ｋ２-６年② 

◆第３６試合＜Ｋクラス/-４３ｋｇ＞        判定＝３－０ 

○谷崎 煌冴（真弘館) Ｋ３-６年  

×中村 剣八 (橋本道場) Ｋ３-５ 

◆第３７試合＜Ｊクラス/-５４ｋｇ＞        判定＝０－０ 

△名取 拓海 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-６年 

△堀口 フォン (武道会館) Ｊ３-２年  
◆第３８試合＜Ｊクラス/-４３ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×佐藤 翔力 (拳伸ジム) Ｊ２-２年 

○細渕 陽向 (橋本道場) Ｊ１-１年  

◆第３９試合＜Ｊクラス/-４９ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×藤巻 琢也 （マイウェイジム） Ｊ３-２年     

○秋山 優至 （フォーランバス） Ｊ３-２年   

◆第４０試合＜Ｊクラス/-４９ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×天野  充 (武道会館) Ｊ２-２年 

  ○榛葉  陽 (橋本道場) Ｊ１-１年 

◆第４１試合＜Ｊクラス/-４９ｋｇ＞         ２Ｒ ＫＯ 

×天野  充 (武道会館) Ｊ２-２年② 

◎和田 修虎 (橋本道場) Ｊ２-３年 

◆第４２試合＜Ｊクラス/-５８ｋｇ＞        判定＝３－０ 

○松下 白龍 (ＰＩＴBULL) Ｊ２-３年  

×小町一之進 (橋本道場) Ｊ３-１年 

◆第４３試合＜Ｌクラス/フライ級＞        判定＝０－３ 

×羽生田祐里 (ONE SIDE) Ｌ３ＦＬ   

○丸山 麻貴 (安曇野キックの会) Ｌ３ＦＬ  

◆第４４試合＜Ｌクラス/フライ級-＞        判定＝０－３ 

×足立麻衣子 (ONE SIDE) Ｌ２ＦＬ      

○松井  笑 (橋本道場) Ｌ３ＦＬ  

◆第４５試合＜Ａクラス/バンタム級＞       ２Ｒ ＫＯ 

◎海藤  央 (ONE SIDE) Ｓ３Ｂａ 

×渡辺  圭 (健成会) Ｓ３Ｂａ 

◆第４６試合＜Ａクラス/フェザー級＞      判定＝３－０ 

○山本 和紀 （真弘館) Ａ３Ｆｅ 

×恒川 将希 (健成会) Ａ３Ｆｅ 

◆第４７試合＜Ａクラス/ライト級＞       判定＝１－２ 

×小松  悟 (マイウェイジム) Ａ３Ｌｉ   

○清水 大二 （フォーランバス） Ａ３Ｌｉ  

 

◆第４８試合＜Ａクラス/ミドル級＞        １Ｒ ＫＯ 

×木村  浩 （圓明会春日部） Ｓ1Ｍｉ  

◎伊藤 爽真 (hangout) Ａ３Ｍｉ  

◆第４９試合＜Ａクラス/ヘビー級＞        ２Ｒ ＫＯ 

×久保田竜樹 (渡辺ジム) Ａ３Ｈｅ 

◎尾山  龍 (健成会) Ａ３Ｈｅ 

◆第５０試合＜Ａクラス/ヘビー級＞        判定＝０－３ 

×青木 諒太 （真弘館) Ａ３Ｈｅ 

○尾山  龍 (健成会) Ａ３Ｈｅ② 

◆第５１試合＜Ａクラス/ライト級＞        ２Ｒ ＫＯ 

◎瀬谷 玄人 (ASHURAGYM) Ａ３Ｌｉ 

×津村 直希 （フォーランバス） Ａ３Ｌｉ  

◆第５２試合＜Ａクラス/ライト級＞        判定＝２－１ 

○大江 尚芸 (BLITZ) Ａ１Ｌｉ  

×佐野  澪 (マイウェイジム) A２Ｌｉ 

◆第５３試合＜Ａクラス/Ｓ・ライト級＞      判定＝０－３ 

×伊藤 槙吾 (安曇野キックの会) Ａ２ＳＬ  

○沖原 圭祐 (FJ KICK ＡＳS) Ａ２SL 

◆第５４試合＜Ａクラス/ウェルター級＞      ２Ｒ ＫＯ 

×菅原 良将 (武道会館) Ａ３We 

◎平出 雄大 (hangout) Ａ２Ｗｅ   
◆第５５試合＜Ａクラス/ウェルター級＞      １Ｒ ＫＯ 

×宮下  晃 (ＰＩＴBULL) Ａ３We 

◎杉原  司 (マイウェイジム) A３Ｗｅ 

◆第５６試合＜Ａクラス/ウェルター級＞      判定＝０－３ 

×スバラ・ライビダン (ダイケンスリーツリー) A３Ｗｅ 

○光岡 永遠 (健成会) Ａ３We 

◆第５７試合＜Ａクラス/ミドル級＞         ２Ｒ ＫＯ 

×古屋 慶伍 （フォーランバス） Ａ３Ｍｉ 

◎伊藤 爽真 (hangout) A３Ｍｉ②  

◆第５８試合＜Ｓクラス/ウェルター級＞      判定＝０－３ 

×武藤 義雄 (武道会館) Ｓ１We   

○清水今朝憲 (拳竜会) Ｓ１Ｗｅ 
                                                                                                                                 

■ＪＵＮＩＯＲ トーナメント＜結果＞  
① -２８ｋｇ級 ・優勝 阿部  凌  ・準優勝 小貝 春喜  

② -３１ｋｇ級 ・優勝 阿部  龍  ・準優勝 宮城  碩 
③ -３４ｋｇ級 ・優勝 宮城壮一朗 ・準優勝 大久保海成 
④ -４０ｋｇ級 ・優勝 山口 慶大  ・準優勝 宮崎 遼二 

■Ａ‐CLASS トーナメント＜決勝＞  

⑤ バンタム級 ・優勝 清水 亜星 ・準優勝 小杉 一維 

⑥ フェザー級  ・優勝 佐藤 蓮真 ・準優勝 遠藤 武寛 

⑦ ヘビー 級 ・優勝 横森 雄介 ・準優勝 田澤 良治 
                                                                                    

【表彰式】 ・勝者＝賞状 

❖ワンマッチ ・ＭＶＰ 尾山  龍 (健成会) ・一般 

・優秀選手賞 石井 大耀 (拳伸ジム) ・小学１年   

・会長賞    清水今朝憲 (拳竜会)  ・一般シニア 

・技能賞    和田 修虎 (橋本道場) ・中学３年  

・敢闘賞    祝  蒼大 (武道会館) ・小学３年 

・Ｋ Ｏ 賞    伊藤 爽真 (hangout)  ・一般 
❖７階級Ｔ  ・会長賞 佐藤 蓮真 (ＰＣＫ総本部) ・一般 


