
   第２３回甲斐拳アマ大会    
■ 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＞       

■ 受付&計量 １０：００～／試合開始 １１：００～          

【結果表】   ■上側＝赤コーナー   ※当日体重 

◆第 １試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉         判定＝ ３－０ 

〇後藤 高虎 (武道会館) Ｋ３-１年１１２-２０  

×谷内
や な い

捺々緖 (峯心会) Ｋ３-２年１２０-２３   

◆第 ２試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉           判定＝ ３－０ 

〇深沢  陽 (拳竜会) Ｋ３-３年１２３-２３.５  

×細井 祐李 (峯心会) Ｋ３-２年１１９-２０.８ 

◆第 ３試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉           判定＝ ０－３ 

×林  琥白 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-３年１２４-２５ 

〇阿部  凌
り お

 (橋本道場) Ｋ１-３年１２９-２４,５   

◆第 ４試合＜Ｋクラス/-２７ｋｇ＞８㌉           判定＝ ３－０ 

〇有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年１２２-２５.５ 

×上條朱乃音 (峯心会) Ｋ３-３年１２４-２７  

◆第 ５試合＜Ｋクラス/-３２ｋｇ＞１０㌉          １Ｒ－ＴＫＯ 

◎吉田 稀一 (拳竜会) Ｋ３-５年１４１-３１.９   

×谷内 章介 (峯心会) Ｋ３-４年１３０-２８.８ 

◆第 ６試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞１０㌉        判定＝ ０－３ 

×仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４３-３１ 

〇阿部  龍
り う

 (橋本道場) Ｋ１-４年１３５-２９.５ 

◆第 ７試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞１０㌉        判定＝ ０－２ 

×石坂 帝徳 (マスターズピット) Ｋ２-６年１５５-３３.５  

〇大久保海成 (橋本道場) Ｋ１-６年１３８-３３.２ 

◆第 ８試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞１０㌉        判定＝ ０－２ 

×神田 龍生 (ASHURAGYM) Ｋ３-４年１３５-３３ 

〇林  琉
る

輝
き

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-５年１３６-３２.２ 

◆第 ９試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞１０㌉        判定＝ ０－３ 

×長田 力樹
り き

 (翔武会) Ｋ３-５年１４３-３５  

〇有賀
あ る が

 澄
す

晴
ばる

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-４年１３４-３５.６ 

◆第１０試合＜Ｊ/Ｋクラス/-４０ｋｇ＞          判定＝ ０－３ 

×神田 凌和
り ょ う わ

 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年１４５-３８       

〇野口 琉
る

愛
あ

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-５年１４６-３８.８     

◆第１１試合＜Ｊ/Ｋクラス/-４８ｋｇ＞１４㌉      ２Ｒ－ＴＫＯ 

◎服部 大哉 (拳竜会) Ｊ１-１年１５４-４２     

×齋藤  豪 （フォーランバス) Ｋ３-５年１４７-４７.８ 

◆第１２試合＜Ｊクラス/-４５ｋｇ＞１４㌉        判定＝ ０－３ 

×天野 充
あつし

 (武道会館) Ｊ２-２年１５７‐４４   

〇榛
し ん

葉
ば

  陽
はる

 (橋本道場) Ｊ１-１年１５９-４３.６ 

◆第１３試合＜Ｊクラス/-４２ｋｇ＞１４㌉        判定＝ ０－３ 

×宮崎 遼二 (拳竜会) Ｊ１-１年１５７-３８.５ 

〇馬場
ま ば

 侑飛
ゆ う ひ

 (ROCKON GYM) Ｊ１-３年１５０-４１ 

   ２０２２年６月１２日（日）     

■ 問：マイウェイジム 055-228-2325（090‐4092‐9390）  

■ 会場：ダイケン・スリーツリージム 

■ ＜Ｋ=小学/Ｊ=中学/Ｌ=女性 /Ａ=高校～一般/Ｓ=シニア＞                          

   Ｋ/Ｊ/Ｌ=１：３０×２R/３０  Ａ/Ｓ=２：００×２R/６０ 

◆第１４試合＜Ａ/Ｊクラス/ライト級＞１４㌉    ２Ｒ－ＴＫＯ 

◎河野 竜
りゅう

希
き

 （フォーランバス) Ａ３Fe-１７１-57（２０  

×田中  葵 （マイウェイジム） Ｊ３Ｌｉ-１６７-61 

◆第１５試合＜Ｓ/Ａクラス/ライト級＞１４㌉    判定＝ ３－０ 

〇小林 隼人 (Hang Out) Ｓ２Ｌｉ-１６９-62.5（４５ 

×河野 竜
りゅう

希
き

 （フォーランバス) Ａ３Li-１７１（２０ ② 

◆第１６試合＜Ｓ/Ａクラス/バンタム級＞１４㌉   判定＝ ０－２ 

×泊  英和 (Hang Out) Ｓ２FL-１６３-50.5（４６ 

〇伏見 友 (TEAM BLOW) Ａ３Ｂａ-１6２-53.8（３８  

◆第１７試合＜Ａクラス/S・ライト級＞１４㌉    判定＝ ３－０ 

〇長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２ＳＬ-１６５-63.8（３２    

×伊藤 慎吾 (安曇野キックの会) Ａ２ＳＬ-１７０-63（３３ 

◆第１８試合＜Ａクラス/S・ライト級＞１４㌉    判定＝ ３－０ 

〇望月 駿平 (Hang Out) Ａ３ＳＬ-１７２-63.5（２７    

×保坂  瞭 （フォーランバス) Ａ３ＳＬ-１７４-64（２０  

◆第１９試合＜Ａクラス/ウェルター級＞１４㌉   判定＝ ０－０ 

△菅原 良
りょう

将
すけ

 (武道会館) Ａ３Ｗｅ-１６７-66（２１  

△井筒  誠 (安曇野キックの会) Ｓ３We-１７６-66.8（４０    

◆第２０試合＜Ａクラス/ミドル級＞１４㌉      ２Ｒ－ＴＫＯ 

◎平出 雄大 (Hang Out) Ａ３Ｍｉ-１７３-69.5（２１  

×雨宮 健斗 （マイウェイジム） A３Ｍｉ-１６７-72.2（２６ 

◆第２１試合＜Ａクラス/ヘビー級＞１４㌉     判定＝ ０－３ 

×渡邉 裕介 (翔武会) Ａ２Ｈｅ-１８５-85（３３    

〇阿部  慎 (橋本道場) Ａ３Ｈｅ-１７２-84.5（３８ 

◆第２２試合＜Ａクラス/ミドル級＞１４㌉     判定＝ ３－０ 

〇伊藤 爽真 (Hang Out) Ａ３Ｍｉ-１８０-70.5（２１  

×進藤雄介 (TEAM BLOW) Ａ３Ｍｉ-１７３-71.2（３６  

◆第２３試合＜Ａクラス/ヘビー級＞１４㌉     判定＝ ３－０ 

〇渡辺  颯 (翔武会) Ｐ１Ｈｅ-１８５-110^（２４  

×三井 幸弘 (マイウェイジム) Ｓ１Ｈｅ-１６８-82.8（４１  

◆第２４試合＜Ｌクラス/－６０ｋｇ＞１４㌉     ノーコンテスト  

  －小倉えりか (ダイケンスリーツリージム) Ｌ1Ｆｅ-１７０  

－窪川紗知子 (マイウェイジム) Ｌ３Ｆｅ-１６５  
 

◇表彰選手   ※本部・審判部の投票で上位を選出 

・ＭＶＰ賞     河野 竜希（フォーランバス/一般） 

・優秀選手賞  野口 琉愛（マイウェイスピリッツ/小 5） 

・優秀選手賞  後藤 高虎（武道会館/小１） 

・会長賞     阿部  龍（橋本道場/小４） 

・技能賞     馬場 侑飛（ROCKON/一般） 

・敢闘賞     平出 雄大（HANGOUT/一般）  


