
    第７５回秋の体育祭り・第２５回甲斐拳アマキック大会   ２０２２年９月２５日（日）            

■主催：ＹＫＡ・山梨県キックボクシング協会               ■Ａ・高校～一般/Ｓ・シニア＝２：００×２Ｒ・/６０  

■認定：ＪＡＫＦ・日本アマキック連盟＜ＳＭＡＳＨＥＲＳ＞      ■Ｋ・小学生/Ｊ・中学生/Ｌ・女性＝１：３０×２Ｒ・/３０        

■問合：マイウェイジム 055-228-2325 会場：ダイケン・スリーツリー  ■受付&計量 １０：００～ 試合開始 １１：００～            

【試合結果】     ■上側＝赤コーナー   

◆第１試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉            判定３－０ 

○深沢  陽 （拳竜会) Ｋ３-３年１２３-２４ 

×中山  律 （マイウェイジム） Ｋ３-１年１２０-２３ Ｄe 

◆第２試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉          判定０－３ 

×有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年１２３-２６.１  

○野口 蒼武 (Hang Out) Ｋ３-４年１３３-２９  

◆第３試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉           判定０－３ 

×林  琥
こ

白
は く

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-３年１２４-２５.５ 

○後藤  暖 (武道会館) Ｋ３-４年１３２‐２９.９ 

◆第４試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉           判定１－１ 

△神田 龍生 (ASHURAGYM) Ｋ３-４年１３８-３３ 

△芦澤 龍承 (武道会館) Ｋ３-５年１３６‐３３  

◆第５試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉            判定２－０ 

○仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４５-３１.３ 

×吉田   稀一 （拳竜会) Ｋ３-５年１４1-３２ ① 

◆第６試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉           判定２－０ 

○宮林  聖
こうき

 (ASHURAGYM) Ｋ３-５年１３５-３４ 

×田中 優利 (Hang Out) Ｋ３-５年１３５-３２ Ｄｅ 

◆第７試合＜Ｋクラス/-４９ｋｇ＞１４㌉           判定３－０ 

○春原
すのはら

 優音 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-６年１４５-４１.４ 

×須藤 康允 (翔武会) Ｋ３-５年１４８-４８ De  

◆第８試合＜Ｊクラス/-４６ｋｇ＞１４㌉           １Ｒ－ＫＯ 

◎天野  充 (武道会館) Ｊ２-２年１５８‐４６.５  

×藤巻 琢也 （マイウェイジム） Ｊ３-２年１６１-４６ 

◆第９試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞              判定２－０ 

○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１３５-３８.８  

×宮林 一輝 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年１４０-３７         

◆第１０試合＜Ｊクラス/-４０ｋｇ＞１４㌉         １Ｒ－ＫＯ 

×渡辺 龍
りゅう

心
し ん

 (渡辺ジム) Ｊ２-１年１５７-３９.５ 

◎宮崎 遼二 (拳竜会) Ｊ１-１年１５７-４０    

◆第１１試合＜ＫＬ・J クラス/-４２ｋｇ＞１４㌉      判定１－０ 

△野口 琉
る

愛
あ

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４７-４２ 

△神田 凌和
り ょ う わ

 (ASHURAGYM) Ｊ３-２年１４７-３８      

◆第１２試合＜Ｊクラス/-５１ｋｇ＞１４㌉         ２Ｒ－ＫＯ 

◎金井 泰世 （フォーランバス） Ｊ３-２年１７３-５０ De 

×志村 拓真 (翔武会) Ｊ３-２年１６９-５１ De    

◆第１３試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞１０㌉        判定０－２ 

×林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１３７-３２.３  

○吉田 稀一 （拳竜会) Ｋ３-５年１４1-３２ ② 

 

◆第１４試合＜Ｌクラス/-４９ｋｇ＞１４㌉            判定３－０ 

○白井 瑞希 (BLITZ) Ｌ２-１５５-４８ 

×小宮山姫
ひめ

愛
の

 (マイウェイスピリッツジム) ＪＬ３-１５４-４７.４  

◆第１５試合＜Ａ/Ｊクラス/フェザー級-５８kg＞１４㌉    判定０－３ 

×須永 遥太
は る と

 （真弘館) Ｊ２Ｆｅ-３年１６８ 

○𠮷角 綾真 (マイウェイジム) A２Ba-１５８ De 

◆第１６試合＜Ａクラス/Ｓ.ライト級-６４kg＞１４㌉     ノーコンテスト 

－井筒  誠 (安曇野キックの会) Ｓ３ＳＬ-１７６  

－小林 隼人 (Hang Out) Ｓ２ＳＬ-１６９ ① 

◆第１７試合＜Ａクラス/ウェルター級-６７kg＞１４㌉     判定０－１ 

△三村 駿太 （真弘館) Ａ３Ｗｅ-１７５ 

△雨宮 健斗 （マイウェイジム） A３Ｗｅ-１６７ ①    

◆第１８試合＜Ａクラス/ミドル級-７３kg＞１４㌉       １Ｒ－ＫＯ 

×木村 浩 （圓明会春日部） S1Ｍｉ-１７０   

◎長谷部太河 (マイウェイジム) Ａ３Ｗｅ-１８１ De 

◆第１９試合＜Ａクラス/バンタム級-５４kg＞１４        判定３－０ 

○小杉 一維
か ず な

 (BLITZ) Ａ２FL-１７０ 

×伏見  友 (TEAM BLOW) Ａ３Ｂａ-１６３ 

◆第２０試合＜Ａクラス/ライト級-６２kg＞１４㌉       判定３－０ 

○大江 尚
なお

芸
き

 (BLITZ) Ａ２Li-１７５   

×佐野  澪 (マイウェイジム) A２Ｌｉ-１６９  

◆第２１試合＜Ａクラス/ライト級-６２kg＞１４㌉       判定０－１ 

△深澤 勇弥 (BLITZ) S２Li-１６６  

△小坂 亮太 (Hang Out) A３Ｌｉ-１６４ Ｄｅ 

◆第２２試合＜Ａクラス/ライト級-６２kg＞１４㌉     判定３－０ 

○遠藤 武寛 (BLITZ) Ａ１Ｆｅ-１６７  

×山崎  明 (Hang Out) Ｓ２Ｌｉ-１６２   

◆第２３試合＜Ａクラス/Ｓ.ライト級-６４kg＞１４㌉     判定０－０ 

△長谷部二郎 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２ＳＬ-１６５ <ＰＴ>  

△小林 隼人 (Hang Out) Ｓ２ＳＬ-１６９ ② 

◆第２４試合＜Ａクラス/ミドル級-７３kg＞１４㌉      １Ｒ－ＫＯ 

◎磯谷 幸貴 (渡辺ジム) Ａ２Mi-１８０  

×雨宮 健斗 （マイウェイジム） A３Ｗｅ-１６７ ② 
 

【表彰式】                                

❖本部審判部選出各賞＝トロフィー  ❖勝者＝賞状  

MVP     白井 瑞希 (BLITZ) 

優秀選手賞 天野  充 (武道会館)  遠藤 武寛 (BLITZ) 

会長賞    深沢  陽 （拳竜会) 

技能賞    宮崎 遼二 (拳竜会) 

敢闘賞    有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム) 

❖副賞≂１０月３０日「戦闘甲斐士２６」ペアでご招待 


