ＳＭＡＳＨＥＲＳ
≪第２０１回日本アマキック連盟定期戦≫
■主催：・ＹＫＡ・山梨県キックボクシング協会
■ 開会式／１０：４５ 試合開始／１１：００
【対戦準備について】
➊対戦３試合前までに自分コーナー側に行き、グローブ
係の指示に従い準備、セコンドと待機する。
❖上側＝赤コーナー

２０１９年９月１日（日） 開場／１０：３０
■認定： ＪＡＫＦ・日本アマチュアキックボクシング連盟
■後援： JAPAN KICKBOXING INNOVATION
■場所： 山梨県流通会館
■【表彰式】 ＭＶＰ／優秀選手賞／勝者＝賞状
❷２試合出場選手は試合順を確認し、青コーナー側で
グローブ係の指示に従い準備、セコンドと待機する。
❖上側＝赤コーナー
小・中学生＜１：３０×２Ｒ／in３０＞

小・中学生＜１：３０×２Ｒ／in３０＞
◆第１試合 Ｋ‐クラス –２５ｋｇ
◎北村 昴 (マイウェイジム) Ｋ３-２年１２５-２２.５ (８)Ｄｅ
ひ が き

×檜垣愛美 （渡辺ジム） Ｋ３-１年１１５-２１.５ (７)Ｄｅ
１ＲＫＯ
◇第２試合 Ｋ‐クラス

×加藤雅翔（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-１年１２９-２７ (６)
◯北村 昴 (マイウェイジム) Ｋ３-２年１２５-２２.５ (８)
判定＝０－３
◆第３試合 Ｋ‐クラス –３０ｋｇ

◎渡辺龍心 （渡辺ジム） Ｋ３-４年１３７-２９ (１０)Ｄｅ
×加藤英里依（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-４年１４０-２９ (１０)
２ＲＫＯ

◇第４試合 Ｋ‐クラス –３０ｋｇ
×上原泰地 (マイウェイスピリッツ) Ｋ２-５年１３０-２６ (１０)
◎渡辺龍心 （渡辺ジム） Ｋ３-４年１３７-２９ (１０)
２ＲＫＯ
◆第５試合 Ｋ‐クラス

◆第１１試合 ＫＪ‐クラス –５８ｋｇ
◎片桐聖也 （Tiger Gym Ｊａｐａｎ） Ｊ３-１年１６３‐５７ (１２)
×加藤英翔（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-６年１５６-５８ (１１)
２ＲＫＯ
◇第１２試合 Ｊ‐クラス –５７ｋｇ
◯檜垣和也 （渡辺ジム） Ｊ３-２年１５５-４８,５ (１４)Ｄｅ
×加藤英翔（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-６年１５６-５８ (１１)
判定＝３－０
◆第１３試合 Ｊ‐クラス -４０ｋｇ
×松澤 善 （渡辺ジム） Ｊ２-３年１５９-４０ (１４)
◯藤井 昴 (治政館江戸川) Ｊ１-２年１５５‐３９ (１３)
判定＝０－３
◆第１４試合 Ｊ‐クラス –５０ｋｇ
×小松 楓 (マイウェイジム) Ｊ１-２年１６６-４９,５ (１４)
◎浦田拓真 (治政館江戸川) Ｊ１-３年１６７‐４９,５ (１５)
２ＲＫＯ
女性＜１：３０×２Ｒ／in３０＞

すのはら

◎春原優音 (マイウェイスピリッツ) Ｋ３-３年１３０-２５ (８)
×伊藤聖來（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-３年１３４-２７ (９)
１ＲＫＯ
◆第６試合 Ｋ‐クラス -２５ｋｇ

×檜垣龍生 （渡辺ジム） Ｋ３-４年１２８-２５ (９)
◎服部大哉 (拳竜会) Ｋ３-４年１２８-２５（９）
２ＲＫＯ
◆第７試合 Ｋ‐クラス –３０ｋｇ

◯高橋レオ (拳竜会) Ｋ２-５年１３３-２９.５（１０）
×小野琥大 (治政館江戸川) Ｋ１-４年１３２‐２８ ５ (９)
判定＝２－０
◆第８試合 Ｊ‐クラス –３５ｋｇ

△田畑華依哉 (マイウェイジム) Ｊ１-１年１４０-３５ (１３)
△櫻井 嵐 (橋本道場) Ｊ１-１年１４１-３３ (１２) －１
判定＝１－０ドロー
◇第９試合 Ｊ‐クラス –３５ｋｇ

×清水龍月 (拳竜会) Ｊ１-１年１４５-３４ (１３)
◯櫻井 嵐 (橋本道場) Ｊ１-１年１４１-３３ (１２)
判定＝１－２
◆第１０試合 Ｊ‐クラス –４５ｋｇ

◯前田大尊 (マイウェイジム) Ｊ１-２年１６６-４５ (１４)
な が す

×長洲優人 (治政館江戸川) Ｊ１-３年１５２‐４３ (１４)
判定＝２－０

◆第１５試合 Ｌ‐クラス -５２ｋｇ
じ ん ざ

×神座里奈 (渡辺ジム) Ｌ３-１６５-５２ （１７）Ｄｅ
◯一之瀬愛(マイウェイジム) Ｌ３-１６１-５１,５ （１６）Ｄｅ
判定＝０－３
◇第１６試合 Ｌ‐クラス -５２ｋｇ
◯長谷川楓 (治政館) Ｌ３-１４６-５０ （１５）
×一之瀬愛(マイウェイジム) Ｌ３-１６１-５１,５ （１６）
判定＝３－０
◆第１７試合 Ｌ‐クラス フライ級
◯佐藤朋子 (渡辺ジム) Ｌ１-１６５-５１ （３３）
×本間世莉 (治政館) Ｌ２-１５１-４９,５ （１４）
判定＝２－０

小・中学生＜１：３０×２Ｒ／in３０＞
◆第１８試合 Ｊ‐クラス –５５ｋｇ
×高野優也 (ダイケンスリーツリー) Ｊ２-２年１６８‐５４,５ (１４)
◎櫻井竜馬 (橋本道場) Ｊ１-２年１６１-５４,５ (１３)
１ＲＫＯ

❖上側＝赤コーナー
◆第２９試合 Ａ‐クラス Ｓ．ライト級
◆第１９試合 Ｊ‐クラス –６０ｋｇ
×志村亮哉 (翔武会) Ｊ３-３年１６５‐６４ (１４)Ｄｅ－１
◯中村秦梧 (真弘館) Ｊ３-３年１６６-５８ (１４)
判定＝０－３
◆第２０試合 Ｋ‐クラス –３５ｋｇ
◯宮崎遼二 (拳竜会) Ｋ１-４年１４０-３１（９）
そ

が

×曽我好健 (治政館江戸川) Ｋ１-６年１３９‐３２(１１)
判定＝３－０

◆第２１試合 Ｋ‐クラス –４５ｋｇ
こ う き

×望月煌生 (マイウェイジム) Ｋ３-５年１４７-４０ (１０) Ｄｅ
ある が

◯有賀陽輝 (マイウェイスピリッツ) Ｋ３-４年１４０-４４ （９）
判定＝０－３

しゅん ぺ い

×望月駿 平 (峯心会) Ａ３Ｌｉ-１７０ (２４)Ｄｅ
や ま と

◎望月稜斗 (マイウェイスピリッツ) Ａ３ＳＬ-１７１ (１９)
２ＲＫＯ
◆第３０試合 Ａ‐クラス ヘビー級
◯春日秀俊 (マイウェイジム) Ｓ２Ｈｅ-１７３ （４５）
×栗田 豊 （ジャック・サンダース） Ｓ１Ｈｅ-１７１ （５７）
判定＝３－０
◆第３１試合 Ａ‐クラス バンタム級

【ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ認定プロテスト】
◯藤原将裕 (拳竜会) Ａ１Ｂａ-１６８ （２５）
×八判定＝３－０田琉威 (マイウェイスピリッツ) Ａ１Ｂａ-１７０ (１５)
ＰＴ

■休憩＜１０分＞
◆第２２試合 Ｋ‐クラス –４０ｋｇ
しのぶ

◯伊藤 忍

（ＭＯＮＫＥＹ☆ＭＡＧＩＣ） Ｋ３-６年１４１-３７ (１２)

り い ち

×伊藤梨一 (マイウェイスピリッツ) Ｋ３-６年１３９-４０ (１１)
判定＝３－０

◆第２３試合 Ｊ・Ｋ‐クラス –４０ｋｇ
◎高橋ルキヤ (拳竜会) Ｋ２-６年１５５-４０（１２）
×上原心汰 (マイウェイスピリッツ) Ｊ２ –１年１５２-３９,５ (１２)
１ＲＫＯ

❖優秀選手賞＝試合終了後に本部役員・審判部が
優秀選手５名を選出し、表彰します。
＜最優秀選手＝ＭＶＰ＞

① ＭＶＰ＝

櫻井竜馬（橋本道場）

②敢闘賞＝

浦田拓真（治政館江戸川）

③技能賞＝

春原優音（マイウェイスピリッツジム）

④技能賞＝

服部大哉（拳竜会）

⑤努力賞＝

渡辺龍心（渡辺ジム）

一般＜２：００×２Ｒ／in３０＞
◆第２４試合 Ａ‐クラス Ｓ．ライト級
△望月 英伸 （ジャック・サンダース） Ｓ２Ｌｉ-１７２ （５４）
△原 昌志（ＪＴクラブジム）Ｓ２ＳＬ-１６７ （５０）
判定＝１－０
◆第２５試合 Ａ‐クラス ウェルター級
×山口隼人 (マイウェイジム) Ａ３Ｗｅ-１７１ （３３）De
◯奥山清伸(渡辺ジム) Ａ３ＳＬ-１７２ （３１）
判定＝０－３
◆第２６試合 Ａ‐クラス バンタム級
◯笠原秋澄 （ワンサイド）Ａ２Ｂａ-１６５ （２６）
×渡辺勝詠 (マイウェイスピリッツ) Ａ３Ｂａ-１７０ （１６）Ｄｅ
判定＝３－０
◆第２７試合 Ａ‐クラス ライト級
◯山崎 明 (峯心会) Ａ３Ｌｉ-１６１ (３９)
×藤原大暉 (マイウェイスピリッツ) Ａ３Ｆｅ-１７０ (２２)
判定＝２－０
◆第２８試合 Ａ‐クラス ライト級
×関谷亮介 (峯心会) Ａ３Ｌｉ-１７０ (２４)Ｄｅ
ほ し な

◯保科崇之（ＪＴクラブジム）Ａ２Ｌｉ-１７１ （３４）
判定＝０－３

ＪＡＫＦ日本アマチュアキックボクシング連盟
ＹＫＡ山梨県キックボクシング協会
事務局／４００－００４６甲府市下石田２-１９-１７
Tel：０５５-２２８-２３２５ Fax：０５５-２３１-２３４５

