
           第２４回 甲斐拳 kickboxing 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       

■受付&計量 １０：００～／試合開始 １０：４５～         

【結果】   ■上側＝赤コーナー 
  

◆第 １試合＜Ｋクラス/-２０ｋｇ＞８㌉            ２Ｒ－ＫＯ 

×桑原 奏斗 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-１年１１１-１９ Ｄｅ 

◎後藤 高虎 (武道会館) Ｋ２-１年１１３-２０  

◆第 ２試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉          判定=０－３ 

×周  仁楽 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-３年１３２-２３ Ｄｅ 

○下家綾之助 (ダイケンスリーツリー) Ｋ２-１年１２４-２４ 

◆第 ３試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉          判定=１－１ 

△有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年１２２-２５.４① 

△山崎 優姫 (武道会館) Ｋ２-３年１２４-２４.３ 

◆第 ４試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉             1Ｒ－ＫＯ 

×有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年１２２-２５.４② 

◎阿部  凌 (橋本道場) Ｋ１-３年１２９-２５         

◆第 ５試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉            1Ｒ－ＫＯ 

×下家小麻莉 (ダイケンスリーツリー) Ｋ３-３年１３０-２７.５ 

◎後藤  暖 (武道会館) Ｋ３-４年１３２‐２９.４ 

◆第 ６試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉            判定=３－０ 

○阿部  龍 (橋本道場) Ｋ１-４年１３５-２９    

×山崎 佳野 (武道会館) Ｋ２-５年１３６‐２８.２ 

◆第 ７試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞１０㌉         判定=３－０ 

○仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４４-３１.４① 
×芦澤 龍承 (武道会館) Ｋ３-５年１３６‐３２       

◆第 ８試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞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１４４-３１.４② 

○大久保海成 (橋本道場) Ｋ１-６年１４０-３４ 

◆第 ９試合＜Ｋクラス/-３６ｋｇ＞１０㌉         ２Ｒ－ＫＯ 

◎神田 龍生 (ASHURAGYM) Ｋ３-４年１３５-３４   

×小野田兼太朗 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-４年１３５-３６ Ｄｅ 

◆第１０試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞１０㌉        １Ｒ－ＫＯ 

◎有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-４年１３４-３８ 

×宮下 隼人 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-４年１３２-３７ 

◆第１１試合＜Ｋクラス/-５１ｋｇ＞１４㌉        判定=３－０ 

○齋藤  豪 （拳竜会) Ｋ３-５年１４８.５-４９     

×原口 飛優 (翔武会) Ｋ３-５年１４５-５０.８ Ｄｅ 

◆第１２試合＜Ｊ・Ｋクラス/-４０ｋｇ＞１４㌉      判定=２－０ 

○堀井 綾斗 (渡辺ジム) Ｋ２-６年１４８-３９ 

×神田 凌和 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年１４５-３８  

◆第１３試合＜Ｊ・Ｋクラス/-４０ｋｇ＞１４㌉      判定=３－０ 

○野口 琉愛 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-５年１４６-３９ 

×宮林 一輝 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年１４５-３６  Ｄｅ 

◆第１４試合＜Ｊ・Ｋクラス/-４５ｋｇ＞１４㌉      判定=０－３ 

×渡辺 龍心 (渡辺ジム) Ｊ２-１年１５８-３９ 

○西村 利月 (橋本道場) Ｋ３-６年１５５-４４ 

◆第１５試合＜Ｊクラス/-４５ｋｇ＞１４㌉         判定=０－０ 

△大杉  蓮 (渡辺ジム) Ｊ３-２年１５８-４１    

△藤巻 琢也 （マイウェイジム） Ｊ３-２年１６１-４５ Ｄｅ 

                                             

                  

２０２２年 ７月 ３１日（日）            

■＜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１６試合＜Ｊクラス/-４５ｋｇ＞１４㌉           判定=０－１ 

△宮﨑 遼二 (拳竜会) Ｊ１-１年１５７-４０  

△天野  充 (武道会館) Ｊ２-２年１５７‐４５     

◆第１７試合＜Ａクラス/フェザー級－５８ｋｇ＞１４㌉    判定=３－０ 

○川原 永遠 (ＯＮＥＳＩＤＥ) Ａ３Ｆｅ-１７５  

×中村 ジゲン (橋本道場) Ａ３Ｆｅ-１６８ 

◆第１８試合＜Ａクラス/Ｓ・ライト級－６４ｋｇ＞１４㌉   判定=３－０ 

○長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２ＳＬ-１６５   

×畑 直宏 (ジャックサンダース) Ａ２ＳＬ-１６７ Ｄｅ 

◆第１９試合＜Ｓ・Ａクラス/バンタム級－５４ｋｇ＞１４㌉ 判定=１－０ 

△小島  誠 （ＯＮＥＳＩＤＥ） Ｓ３Ｂａ-１５９ 

△渡辺 遊糸 (STYLE PLUS GYM) Ａ３Ｂａ-１６１  

◆第２０試合＜Ａ・Ｊクラス/バンタム級－５４ｋｇ＞１４㌉ １Ｒ－ＫＯ 

◎齊藤 琉希 (ＯＮＥＳＩＤＥ) Ａ３Ｂａ-１６５ 

×米山 理央 (渡辺ジム) Ｊ３Ｂａ-２年１７０   

◆第２１試合＜Ｌクラス/－５０ｋｇ＞１４㌉          １Ｒ－ＫＯ 

×金丸 有沙 (翔武会) Ｌ３ＦＬ-１５７ Ｄｅ  

◎松井  笑 (橋本道場) Ｌ３ＦＬ-１６５ Ｄｅ  

◆第２２試合＜Ｌクラス/－５０ｋｇ＞１４㌉         判定=０－３ 

×小宮山姫愛 (マイウェイスピリッツジム) Ｌ３ＦＬ-Ｊ１年１５３ 

○羽生田祐里 (ＯＮＥＳＩＤＥ) Ｌ３ＦＬ-１５２ Ｄｅ 

◆第２３試合＜Ｌクラス/フェザー級－５８ｋｇ＞１４㌉   判定=３－０ 

○宮下 美憂 (ＴｉｇｅｒＧｙｍＪａｐａｎ) Ｌ３Ｆｅ-１７０（１６ Ｄｅ 

×窪川紗知子 (マイウェイジム) Ｌ３Ｆｅ-１６５（３８   

◆第２４試合＜Ｌクラス/フェザー級－５８ｋｇ＞１４㌉   判定=０－０ 

△原口 優槻 (翔武会) Ｌ３Ｆｅ-Ｊ２年１５２.５ Ｄｅ   

△足立麻衣子 (ＯＮＥＳＩＤＥ) Ｌ３Ｂａ-１５８ Ｄｅ    

◆第２５試合＜Ａクラス/フェザー級－５８ｋｇ＞１４㌉   判定=０－２ 

×山本 和紀 (真弘館) Ａ３Ｆｅ-１７２ Ｄｅ 

   ○齊藤 琉希 (ＯＮＥＳＩＤＥ) Ａ３Ｂａ-１６５② 

◆第２６試合＜Ａクラス/Ｓ・ライト級－６４ｋｇ＞１４㌉  判定=３－０ 

○渡邉  丈 (真弘館) Ａ２ＳＬ-１７５ 

   ×長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２ＳＬ-１６５②  

◆第２７試合＜ＳＡクラス/ミドル級－７３ｋｇ＞１４㌉   ２Ｒ－ＫＯ 

×木村  浩 （圓明会春日部） S1Ｍｉ-１７０   

◎雨宮 健斗 （マイウェイジム） A３Ｍｉ-１６７ 

◆第２８試合＜Ａクラス/ウェルター級－６７ｋｇ＞１４㌉  １Ｒ－ＫＯ 

×三村 駿太 (真弘館) Ａ３Ｗｅ-１７５  Ｄｅ 

◎菅原 良将 (武道会館) Ａ３Ｗｅ-１６７ 

◆第２９試合＜Ａクラス/ヘビー級プロテスト＞１４㌉   判定=２－０ 

○渡辺  颯 (翔武会) Ｐ１Ｈｅ-１８５ 

   ×磯谷 幸貴 (渡辺ジム) Ａ２Ｈｅ-１８０ ＰＴ 

                                        

【表彰式】 ・MVP 松井 笑 (橋本道場) 

・優秀選手 菅原良将 (武道会館) 有賀澄晴 (マイウェイスピリッツジム)   

・会長賞 神田龍生 (ASHURA) 技能賞 雨宮健斗 （マイウェイジム） 

・敢闘賞 齊藤琉希 （one side) 


