
   第２２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                   

【結果表】   ■上側＝赤コーナー    

◆第 １試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞         判定＝０－３        

×後藤 高虎 (武道会館/５級) Ｋ３-１年１１２‐２０  

〇下家綾之助 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰ/５級) Ｋ３-１年１２１‐２２ 
 

■第２試合＜-２５ｋｇトーナメント①＞      判定＝０－２  

×深沢  陽 (拳竜会/６級) Ｋ３-３年１２３-２３.５  

〇有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム/) Ｋ３-２年１２２-２５ 

■第３試合＜-２５ｋｇトーナメント②＞      判定＝０－３  

×山崎 優姫 (武道会館/３級) Ｋ３-３年１２７‐２４.５   

〇林  琥白 (マイウェイスピリッツジム/) Ｋ３-３年１２４-２４ 

◆第 ４試合＜Ｋクラス/-２５ｋｇ＞        １R－棄権       

〇下家小麻莉 （ダイケンｽﾘｰﾂﾘｰ/６級) Ｋ３-３年１２８‐２５ 

×山崎 優姫 (武道会館/３級) Ｋ３-３年１２７‐２４.５  

◆第 ５試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞        判定＝０－３  

×後藤  暖 (武道会館) Ｋ３-４年１３０‐２７.５ Ｄｅ   

〇吉田 稀一 (拳竜会/６級) Ｋ３-５年１４１-３１  

◆第 ６試合＜Ｋクラス/-３２ｋｇ＞        判定＝０－３    

×祝  蒼大 (武道会館/５級) Ｋ３-３年１３４‐３０ 

〇林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ３-５年１３６-３２   

◆第 ７試合＜Ｋクラス/-３１ｋｇ＞        判定＝０－３   

×芦澤 龍承 (武道会館/４級) Ｋ３-５年１３３‐２９.５ 

〇仲沢 璃央 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ２-５年１４４-２９ 

◆第 ８試合＜Ｋクラス/-３０ｋｇ＞        判定＝１－０ドロー 

△山崎 佳野 (武道会館/３級) Ｋ２-５年１３６‐２８  

△林  琉輝 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ３-５年１３６-３２ 

◆第 ９試合＜Ｋクラス/-３６ｋｇ＞        判定＝２－０ 

〇堀井 綾斗 (渡辺ジム/５級) Ｋ３-６年１４６-３６ 

×有賀 澄晴 (マイウェイスピリッツジム/４級) Ｋ３-４年１３４-３５ 

◆第１０試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×谷崎 煌冴 （真弘館/) Ｋ３-６年１４２‐３８.５        

〇野口 琉愛 (マイウェイスピリッツジム/６級) Ｋ３-５年１４６-３８ 

◆第１１試合＜Ｋクラス/-４０ｋｇ＞        判定＝０－１ドロー 

△福田  琉 （真弘館/) Ｋ３-６年１４２‐３８  

△春原 優音 (マイウェイスピリッツジム/３級) Ｋ２-６年１４４－３８ 

◆第１２試合＜Ｊクラス/-４０ｋｇ＞        判定＝０－３ 

×渡辺 龍心 (渡辺ジム/３級) Ｊ２-１年１５４-３７.５ 

〇宮崎 遼二 (拳竜会/１級) Ｊ１-１年１５５-３９  ①   

◆第１３試合＜Ｊクラス/-５８ｋｇ＞        １Ｒ－ＴＫＯ 

◎相原 嶺真 （フォーランバス) Ｊ３-３年１６７-５６   ①  

×有賀 陽輝 (マイウェイスピリッツジム/６級) Ｊ３-１年１５７-５８ 

■第１４試合 決勝 【－２５kg トーナメント】  判定＝２－０ 

〇有田 斗真 (マイウェイスピリッツジム/) Ｋ３-２年 ② 

×林  琥白 (マイウェイスピリッツジム/) Ｋ３-３年 ② 

            ※優勝＝有田斗真 (マイウェイスピリッツジム) 

 

  ２０２２年４月２９日(金)            

■ 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 受付計量１０：１５～試合開始１１：００～   

◆第１５試合＜Ｋクラス/-４７ｋｇ＞       判定＝０－３ 

×齋藤  豪 （フォーランバス/５級) Ｋ３-５年/１４７-４６,５  

〇小宮山姫愛 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ｊ３-１年１５３-４６  

◆第１６試合＜Ｊクラス/-５８ｋｇ＞       １Ｒ－ＴＫＯ  

×米山 理央 (渡辺ジム/５級) Ｊ３-２年１７０-５６,５   

◎須永 遥太 （真弘館/) Ｊ２-３年１６８‐５７ 

◆第１７試合＜Ｊクラス/-４０ｋｇ＞       １Ｒ－ＴＫＯ 

×大杉  蓮 (渡辺ジム/５級) Ｊ３-２年１５４-３８,５     

◎宮崎 遼二 (拳竜会/１級) Ｊ１-１年１５５-３９ ②  

◆第１８試合＜Ｌクラス/-５６ｋｇ＞       判定＝０－３ 

〇荻 原  愛 （ワンサイドジム) Ｌ３Ｂａ-１６０ Ｄｅ 

×窪川紗知子 (マイウェイジム) Ｌ３Ｆｅ-１６５ Ｄｅ       

◆第１９試合＜Ａ・Ｊクラス/-５５級＞     判定＝２－０ 

〇齋藤 琉希 （ワンサイドジム/) A３Ba-１６５ ①  

×相原 嶺真 （フォーラバス/) Ｊ３-３年１６７ ② 

◆第２０試合＜Ａクラス/ウェルター級＞    判定＝３－０  

〇渡邉  丈 （真弘館) Ａ２Ｗｅ-１７５  

×名取 正弘 (マイウ ェイスピリッツジム/５級) Ａ３Ｗｅ-１８０ ① 

◆第２１試合＜Ａクラス/フェザー級＞     判定＝１－１ドロー 

△土屋 良真 （ワンサイドジム) A１Ｆｅ-１６９ 

△遠藤 武寛 (BLITZ) Ａ１Ｆｅ-１６７ 

◆第２２試合＜Ａクラス/バンタム級＞     判定＝０－３ 

×齋藤 琉希 （ワンサイドジム/) A３Ba-１６５ ② 

〇太田 陽介 （マイウェイジム/３級） Ａ２ＦＬ-１６４ （PT） 

◆第２３試合＜Ａクラス/－６０Kg＞      判定＝１－０ 

△清水亜星 (拳竜会/初段) A１Ｆｅ-１７４   

△佐野  澪 (マイウェイジム/４級) Ａ２Ｌｉ－１７０  

◆第２４試合＜Ａクラス/ライト級＞      １Ｒ－ＴＫＯ 

◎小林 隼人 (Hang Out) Ｓ３Ｌｉ-１６９ 

×伏見  友 (Team BLOW) Ａ３Li-１６３ De 

◆第２５試合＜Ａ・Ｓクラス/ミドル級＞    １Ｒ－ＴＫＯ 

◎鈴木 浩佑 (BLITZ) Ａ２Ｍｉ-１７６ 

×三井 幸弘 (マイウェイジム/１級) Ｓ１Ｍｉ-１６８ 

◆第２６試合＜Ａ・Ｓクラス/ミドル級＞    判定＝０－０ドロー 

△菅原 良将 (武道会館) Ａ３Ｗｅ-１６７ Ｄｅ 

△木村  浩 (圓明會春日部) Ｓ２Mi-１７０ 

◆第２７試合＜Ａクラス/ミドル級＞      判定＝２－０ 

〇伊藤 爽真 (Hang Out) Ａ３Ｍｉ-１８０   

×名取 正弘 (マイウェイスピリッツジム/５級) Ａ３Ｗｅ-１８０  ② 
                                        

◇表彰選手 ・ＭＶＰ賞   宮崎遼二 (拳竜会) 

 ・優秀選手賞 相原嶺真 （フォーランバス)  

 ・優秀選手賞 鈴木浩佑 (BLITZ) 

 ・会長賞    須永遥太 （真弘館)  

 ・技能賞    仲沢璃央 (マイウェイスピリッツジム)  

 ・敢闘賞    齋藤琉希 （ワンサイドジム) 

 


