
    第２1 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 

■開場 １０：００／受付&計量 １０：１５／試合開始 １１：００    

【結 果】 ■上側＝赤コーナー 

◆第 １試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞      判定 ３－０ 

○下家小麻莉 （ダイケン・ｽﾘｰﾂﾘｰジム/５級) Ｋ３-２年 

×深沢  陽 (拳竜会/６級) Ｋ３-２年 

◆第 ２試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞      判定 ０－２ 

×下家綾之助 （ダイケン・ｽﾘｰﾂﾘｰジム/５級) Ｋ３-年長 

○北島 大和 (渡辺ジム/６級) Ｋ３-１年 

◆第 ３試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞      判定 ０－３ 

×野口 蒼武 ((Hang Out/６級) Ｋ３-３年 

○芦澤 龍承 (武道会館/５級) Ｋ３-４年 

◆第 ４試合＜Ｋクラス/-３５ｋｇ＞      １Ｒ‐ＫＯ 

×野口 明月 ((Hang Out/６級) Ｋ３-２年   

◎竹山  龍 （峯心会/５級) Ｋ３-３年 

◆第 ５試合＜Ｋクラス/-３２ｋｇ＞      １Ｒ‐ＫＯ 

×佐野 一真 (拳竜会/６級) Ｋ３-３年 

◎祝  蒼大 (武道会館/４級) Ｋ３-２年 

◆第 ６試合＜Ｋクラス/-３２ｋｇ＞      判定 ３－０ 

○林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ｋ３-４年 

×羽田 京平(武道会館/６級) Ｋ３-６年 

◆第 ７試合＜Ｋクラス/-３６ｋｇ＞      判定 ３－０ 

○有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ｋ３-３年 

×吉田 稀一 (拳竜会/６級) Ｋ３-４年  

◆第 ８試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞      判定 ３－０ 

○林  琥白 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ｋ３-２年  

×深沢  陽 (拳竜会/６級) Ｋ３-２年 

◆第１２試合＜Ｋクラス/-３７ｋｇ＞      判定 ドロー 

△春原 優音 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ２－５年 

△福田  琉 （真弘館/３級) Ｋ２-５年 

◆第１３試合＜Ｊクラス/-４８ｋｇ＞       判定 ３－０ 

○浅井 智哉 （峯心会/３級) Ｊ２-３年 

×天野  充 (武道会館/１級) Ｊ２-１年 

◆第１４試合＜Ｋクラス/-４７ｋｇ＞      判定 ３－０ 

○小宮山姫
ひめ

愛
の

 (マイウェイスピリッツジム/６級) Ｋ３-６年 

×齋藤  豪 （フォーランバス/５級) Ｋ２-４年 
◆第１５試合＜ＫＪクラス/-３６ｋｇ＞     １Ｒ‐ＫＯ  

◎大杉  蓮 (渡辺ジム/５級) Ｊ３-１年 

×谷崎 煌冴 （真弘館/６級) Ｋ３-５年 

◆第１６試合＜Ｋクラス/-３８ｋｇ＞      判定 ０－３ 

×野口 琉愛 (マイウェイスピリッツジム/６級) Ｋ３-４年 

○堀井 綾斗 (渡辺ジム/５級) Ｋ３-５年  

◆第１７試合＜Ｊクラス/-５８ｋｇ＞      １Ｒ‐ＫＯ 

×有賀 陽輝 (マイウェイスピリッツジム/６級) Ｋ３-６年  

◎米山 理央 (渡辺ジム/５級) Ｊ３-１年 

◆第１８試合＜Ｊクラス/-６１ｋｇ＞      １Ｒ負傷判定 ３－０ 

○相原 嶺真 （フォーランバス/４級) Ｊ３-２年 （ﾛｰﾌﾞﾛｰで続行不能） 

×田中  葵 （マイウェイジム/５級） Ｊ３-１年 

◆第２２試合＜フェザー級＞甲斐拳王準決勝   判定 ０－２ 

×橋本 大智 (Hang Out/３級) Ａ２Ｆｅ  

○小松  楓 (マイウェイジム/１級) Ａ２Ｆｅ 

 

   2021 年１２月１９日（日）      

■Ｋ・小学生 /Ｊ・中学生 /Ｌ・女性＝１：３０×２R・Ｉｎｔ/３０  

■Ａ・高校～一般 /Ｓ・シニア＝２：００×２R・Ｉｎｔ/６０ 

  ■会場：ダイケン・スリーツリージム 

  ■甲斐拳認定の段級は毎大会で戦力審査（７級～）        
 

◆第２３試合＜Ａクラス/ライト級＞      判定 ２－０ 

○小林 隼人 (Hang Out/６級) Ｓ３Ｌｉ 

×清水 大二 （フォーランバス/５級) Ａ３Ｌｉ 
◆第２４試合＜Ａクラス/ライト級＞      判定 ３－０ 

○宮崎 頼悟 (拳竜会/１段) Ａ１Ｌｉ 

×島田 和哉 （峯心会/１級) Ａ２Ｌｉ 

◆第２５試合＜Ａクラス/-７０ｋｇ級＞     ２Ｒ‐ＫＯ 

◎渡邉  丈 （真弘館/５級) Ａ３Ｗｅ         

×伊藤 爽真 (Hang Out/６級) Ａ３Ｍｉ   

◆第２６試合＜Ａクラス/ウェルター級＞    判定 ０－３ 

×村田 尚弥 （フォーランバス/６級) Ａ３Ｗｅ 

○名取 正弘 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ａ３ＳＬ   

◆第２７試合＜Ａクラス/ミドル級＞      判定 ０－３ 

×渡邊 浩樹 （真弘館/６級) Ａ３Ｗｅ 

○平出 雄大 (Hang Out/５級) Ａ３Ｍｉ 

◆第２８試合＜Ｓクラス/ヘビー級＞      判定 ０－３ 

×栗田  豊 (ジャック･サンダースジム/２段) Ｓ１Ｈｅ  

○三井 幸弘 (マイウェイジム/１級) Ｓ１ＬＨ  

◆第２９試合＜Ａクラス/バンタム級＞     判定 ０－３ 

×杉崎 哲斗 （ワンサイドジム/５級) Ａ３Ｂａ 

○山本 蓮 (PIT BULL/３級) Ａ２ＦＬ 
 

□第 ９試合＜Jr.-２０ｋｇ＞甲斐拳王決定戦  判定 ３－０ 

○後藤 高虎 (武道会館/４級) Ｋ３-年長 

×細井 祐李 （峯心会/５級) Ｋ３-１年 

□第１０試合＜Jr.-２５ｋｇ＞甲斐拳王決定戦  判定 ０－２ 

×有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム/４級) Ｋ２-１年 

○山崎 優姫 (武道会館/３級) Ｋ２-２年 

□第１１試合＜Jr.-３０ｋｇ＞甲斐拳王決定戦  判定 ２－０ 

○仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ２-４年 

×山崎 佳野 (武道会館/３級) Ｋ２-４年 

□第１９試合＜Ｊｒ.-３５ｋｇ＞甲斐拳王認定戦  判定 ３－０ 

○渡辺 龍心 (渡辺ジム/２級) Ｋ１-６年  

×福田  琉 （真弘館/３級) Ｋ２-５年 

□第２０試合＜Ｊｒ.-４５ｋｇ＞甲斐拳王決定戦  判定 ０－２ 

×服部 大哉 (拳竜会/１級) Ｋ１-６年  

○天野  充 (武道会館/１級) Ｊ２-１年 

□第２１試合＜フライ級＞甲斐拳王認定戦   判定 ３－０   

○高橋ルキヤ (拳竜会/１段) Ｊ１ＦＬ  

×山本 蓮 (PIT BULL/３級) Ａ２ＦＬ 

□第３０試合＜フェザー級＞甲斐拳王決定戦  判定 ０－３ 

×藤原 将裕 (拳竜会/１段) Ｐ２Ｂａ      （延長１R） 

○小松  楓 (マイウェイジム/１級) Ａ２Ｆｅ 
 

■【表彰式】 ２０２１年度７階級･甲斐拳王   

・ＭＶＰ     宮崎 頼悟 (拳竜会) 

・優秀選手賞 渡邉 丈（真弘館)  平出 雄大(Hang Out) 

・技能賞     芦澤 龍承 (武道会館) 

・敢闘賞     深沢 陽 (拳竜会) 

・特別賞    栗田 豊 (ジャック･サンダース) 山本 蓮 (PIT BULL)  


