
       第２６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＞         

■問合：マイウェイジム／055-228-232５          ・ 

                                       

        【対戦結果】    ■上側＝赤コーナー  
◆第１ 試合＜Ｋクラス/-２３ｋｇ＞８㌉        判定=０-３ 

 ×芦澤璃々
り り

彩
あ

 (武道会館) Ｋ３-２年１２１‐２２.４  

 ○後藤 高虎 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-１年１１７‐２３  

◆第２ 試合＜Ｋクラス/-２８ｋｇ＞１０㌉       判定=２-１ 

 ○大杉  漸 (渡辺ジム) Ｋ３-２年１３０-２５.５Ｄｅ① 

 ×竹井 光汰 （拳竜会) Ｋ３-２年１３０-２７Ｄｅ  

◆第３ 試合＜Ｋクラス/-２８ｋｇ＞１０㌉       判定=３-０ 

 ○坂本 昭
あき

翔
と

 (武道会館) Ｋ３-２年１２６.５‐２６ 

 ×大杉  漸 (渡辺ジム) Ｋ３-２年１３０-２５.５② 

◆第４ 試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉       判定=３-０ 

 ○武藤 翔伍 (武道会館) Ｋ３-２年１２８‐２７① 

 ×松元 陸斗 (ASHURA GYM) Ｋ３-１年１３２-３０   

◆第５ 試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞８㌉        判定=３-０ 

 ○深沢  陽
はる

  （拳竜会) Ｋ３-３年１２６-２４.２① 

 ×周
しゅう

  仁
れん

楽
ら

 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-３年１３３‐２４.５ 

◆第６ 試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞１０㌉       判定=１-０ 

 △祝
ほうり

  蒼
そ う

大
だい

 (武道会館) Ｋ２-３年１３６‐３１  

 △野口 蒼
そ う

武
ぶ

 (Hang Out) Ｋ３-４年１３４-３０ 
◆第７ 試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞１０㌉       判定=３-０ 

 ○後藤  暖
だん

 (武道会館) Ｋ３-４年１３２‐２９.８ 

 ×吉澤 敦
あつ

翔
と

 (Hang Out) Ｋ３-４年１３９-３０Ｄｅ 
◆第８ 試合＜Ｋクラス/-３７ｋｇ＞１０㌉       判定=０-０ 

 △宮林  聖
こうき

 (ASHURA GYM) Ｋ３-５年１３５-３３.２ 

 △小野田兼太朗 (STYLE PLUS GYM) Ｋ３-５年１３６‐３５ 

◆第９ 試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉       判定=０-２  

 ×吉田 稀一 （拳竜会) Ｋ２-５年１４３-３３.２ 

 ○仲沢 璃
り

央
お

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４５-３４① 

◆第１０ 試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞１０㌉      ２Ｒ-ＴＫＯ 

 ×武藤 翔伍
し ょ う ご

 (武道会館) Ｋ３-２年１２８‐２７② 

 ◎林  琥
こ

白
は く

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-３年１２５-２７ 

◆第１１ 試合＜Ｋクラス/-２８ｋｇ＞１０㌉      判定=０-３ 

  ×深沢  陽
はる

  （拳竜会) Ｋ３-３年１２６-２４.２  

 ○有田 斗
と う

真
ま

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-２年１２４-２７ 

◆第１２ 試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉      判定=３-０ 

 ○神田 龍生 (ASHURA GYM) Ｋ３-４年１３８-３３.２  

 ×芦澤 龍承 (武道会館) Ｋ３-５年１３７‐３３  

◆第１３ 試合＜Ｋクラス/-３４ｋｇ＞１０㌉      判定=３-０ 

 ○林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１３７-３２.６ 

 ×田中 優利 (Hang Out) Ｋ３-５年１３７-３２ 

◆第１４ 試合＜Ｋ×Ｊクラス/-４３ｋｇ＞１４㌉     判定=３-０ 

 ○野口 琉
る

愛
あ

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４８-４３ 

 ×宮林 一輝
い っ き

 (ASHURA GYM) Ｊ３-２年１４０-３８    

2022年１２月１８日（日）             ・                                           

■ Ｋ・小学生／Ｊ・中学生／Ｌ・女性＝１：３０×２R（３０）  

■ Ａ・高校～一般/Ｓ・シニア＝２：００×２R（６０） 

■  会場：ダイケンスリーツリージ                ・ 
                                      

 

◆第１５ 試合＜ＫＪクラス/-４９ｋｇ＞１４㌉          １Ｒ－ＫＯ  

 ◎小宮山姫
ひめ

愛
の

 (マイウェイスピリッツジム) Ｊ３-１年１５３-４７.８  

 ×有賀
あ る が

 煌生
こ う

 (Hang Out) Ｋ３-５年１４５-４４Ｄｅ 

◆第１６ 試合＜ＫＪクラス/-３７ｋｇ＞１０㌉×１４㌉   １Ｒ－ＫＯ  

 ◎仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-５年１４５-３４② 

 ×神田 凌和 (ASHURA GYM) Ｊ３-２年１４７-３６ 

◆第１７ 試合＜Ｋクラス/-４６ｋｇ＞１４㌉           判定=３-０ 

 ○春原
すのはら

 優音
ゆ う と

 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ２-６年１４６-４１.８ 

 ×伊藤 大河 （マイウェイジム） Ｋ３-６年１５２-４６ 

◆第１８ 試合＜Ｋ×Ｊクラス/-５５ｋｇ＞１４㌉      判定=０-３    

 ×名取 拓海 (マイウェイスピリッツジム) Ｋ３-６年１６５-５３.４ 

 ○堀口 フォン (武道会館) Ｊ３-２年１６４‐５３ 

◆第１９ 試合＜Ｊクラス/-４３ｋｇ＞１４㌉          判定=３-０ 

 ○宮崎 遼二 (拳竜会) Ｊ１-１年１５７-３９.６         

 ×渡辺 龍心 (渡辺ジム) Ｊ２-１年１５７-４２ 

◆第２０ 試合＜Ｊ×Ａクラス/Ｓ.ウェルター級-７０ｋｇ＞ ノーコンテスト 

 ―木内 壱晴 (RISE GYM) Ｊ３ＳＷ-１６７（１５Ｄｅ   

 ―長谷部太河 (マイウェイジム) Ａ３Ｗｅ-１８１（１９ 
◆第２１ 試合＜Ａクラス/バンタム級-５４ｋｇ＞    １Ｒ－ＫＯ  

 ◎廣兼
ひろかね

 勝
ま さ

信
のぶ

 (ワンサイド) Ａ３Ｂａ-１６７（１９①  

 ×保
やす

居
い

 啓一
けいいち

 (安曇野キックの会) Ｓ３Ｂａ-１７０（４８Ｄｅ 

◆第２２ 試合＜Ａクラス/ライト級-６２ｋｇ＞       判定=０-３ 

 ×坂口  蓮 (RISE GYM) Ａ３Ｌｉ-１７４（２２ 

 ○小坂 亮太 (Hang Out) Ａ３Ｌｉ-１６４（２５  

◆第２３ 試合＜Ａ×Ｓクラス/Ｓ.ライト級-６４ｋｇ＞    判定=２-０ 

 ○小林 隼人 (Hang Out) Ｓ２ＳＬ-１６９（４６  

 ×杉原  司 (マイウェイジム) Ａ３ＳＬ-１６９（３２   

◆第２４ 試合＜Ａクラス/フェザー級-５７ｋｇ＞        判定=０-３ 

 ×上原 心太 (マイウェイスピリッツジム) Ａ２Ｆｅ-１７０（１６ 

 ○𠮷角 綾真 (マイウェイジム) Ａ２Ｂａ-１５９（１８ 

◆第２５ 試合＜Ｓクラス/ミドル級-７３ｋｇ＞         判定=３-０ 

 ○武藤 義雄 (武道会館) Ｓ1Ｗｅ-１６４（６１  

 ×木村  浩 （圓明会春日部） Ｓ1Ｍｉ-１７０（６７ 

◆第２６ 試合＜Ａクラス/バンタム級-５４ｋｇ＞       判定=０-３ 

 ×廣兼 勝信 (ワンサイド) Ａ３Ｂａ-１６７（１９② 

 ○太田 陽介 （マイウェイジム） Ｐ２ＦＬ-１６５（３０  

                                         

 【表彰選手】 

 ・最優秀選手賞 林  琥珀 （マイウェイスピリッツジム/小学３年） 

 ・優秀選手賞  小宮山姫愛 （マイウェイスピリッツジム/中学１年） 

 ・優秀選手賞  神田 龍生 （アシュラジム/小学４年） 

 ・技能賞      後藤 高虎 （スタイルプラスジム/小学１年） 

 ・敢闘賞     仲沢 璃央 （マイウェイスピリッツジム/小学５年） 

 ・会長賞     木村  浩 （圓明会/一般) 


