
 ＳＭＡＳＨＥＲＳ         

    ≪第２０３回日本アマキック連盟公式戦≫  

      ❖第１９回全日本選手権トーナメント 

   ■主催：・ＹＫＡ・山梨県キックボクシング協会 

                        事務局（マイウェイジム）℡055-228-2325 

   ■【表彰式】 ＭＶＰ／優秀選手賞／勝者＝賞状   

                                                   

  Ｋ＝小学生／Ｊ＝中学生＜１：３０×２Ｒ／in ３０＞     

 ＜試合結果＞ ◎ＫＯ勝ち 〇判定勝ち ×負け △引分 

❖【優秀選手賞】 
       

   ＭＶＰ ＝栗田 豊 （ジャック・サンダース/静岡）（５７）   

  敢闘賞＝阿部 龍 (橋本道場/東京) （小学１年（７）    

  技能賞＝前田大尊 (マイウェイジム/山梨)  中学２年（１４）    

   ＫＯ 賞＝片桐聖也 （Tiger GymＪａｐａｎ/長野） 中学１年（１２）    

  努力賞＝萱沼 聖 （武道会館/山梨）小学５年（１１）   

                                         

❖【第１９回全日本選手権トーナメント優勝者】 
  -２５ｋｇ級＝若原光羅 (マスターズピット/千葉) 小学３年(９)  

  -３０ｋｇ級＝高橋レオ (拳竜会/山梨) 小学５年（１０） 

  -４５ｋｇ級＝若原 快 (マスターズピット/千葉) 中学２年(１４)  

  -５８ｋｇ級＝若原 聖 (マスターズピット/千葉) 高校１年（１５） 

                                    

◆＜–２５ｋｇ／Ｋ‐クラス・トーナメント＞  

 ■１回戦＝（１）北村 VS.若原 ／（２） 春原
す の は ら

 VS.檜垣   
 

   ×北村 昴 (マイウェイジム)  Ｋ２-２年１２８-２３ (８) 

   ◎若原光
あ き

羅
ら

 (マスターズピット)  Ｋ１-３年１２３-２３(９)  

     １ＲＫＯ 

   ◎春原
す の は ら

優音 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ２-３年１３０-２５ (８) 

   ×檜垣
ひ が き

龍生 （渡辺ジム） Ｋ３-４年１２５-２５ (１０)   

     １ＲＫＯ 

◆＜–３０ｋｇ／Ｋ‐クラス・トーナメント＞ 

 ■１回戦＝（１）上原 VS. 渡辺 ／（２） 高橋 VS. 天野 
 

   ◎上原泰地 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ１-５年１３０-２７ (１０) 

   ×渡辺龍心 （渡辺ジム） Ｋ３-４年１３６-２９ (１０)  

     １ＲＫＯ 

   〇高橋レオ (拳竜会)  Ｋ１-５年１３４-３０（１０）  

   ×天野 充 （武道会館） Ｋ３-５年１３９-２９.５ （１１）  

     ３－０ 

◆＜–４５ｋｇ／Ｊ‐クラス・トーナメント＞ 

 ■１回戦＝（１）高橋 VS.宮下 ／（２） 松澤 VS. 若原  
  

   ◎高橋ルキヤ (拳竜会)  Ｋ１-６年１５８-４３（１２） 

   ×宮下颯
そ う

太
た

 (ダイケンスリーツリー)   Ｊ２-２年１５６-４２(１３) 

     ２ＲＫＯ 

                                      

 ２０１９年１２月１５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：山梨県流通センター「流通会館」  
■開会式／１０：４５ 試合開始／１１：００ 

❖各階級優勝者＝トロフィー 

                                        

      Ａ＝高校・一般＜２：００×２Ｒ／in ３０＞        

   ＜上側＝赤コーナー＞ 

   

   ×松澤 善 （渡辺ジム） Ｊ２-３年１５９-４４ (１４) 

   ◎若原 快
こころ

 (マスターズピット)  Ｊ１-２年１５４-４５(１４)  

     １ＲＫＯ 

 ◆＜–５８ｋｇ／Ａ‐クラス・トーナメント＞ 

 ■１回戦＝（１）清水 VS.若原 ／（２） 谷原 VS.笠原  
 

   ×清水亜星 (拳竜会)  Ａ１Ｂａ-１７３ （１５） 

   ◎若原 聖
つばさ

 (マスターズピット) Ａ１Ｂａ-１６８（１５） 

     ２ＲＫＯ 

   ◎谷原矢吹 (真弘館) Ａ２Ｆｅ-１７５ (２５)  

   ×笠原秋澄  （ワンサイド）Ａ２Ｆｅ-１６５ （２７）＜ＰＴ＞ 

     １ＲＫＯ 
 

 ❖＜決 勝＞全日本選手権トーナメント   

 ◆–２５ｋｇ ＝ ◎若原光羅 VS.×春原優音 １ＲＫＯ 

 ◆–３０ｋｇ ＝ ×上原泰地 VS.〇高橋レオ  ０－３ 

 ◆–４５ｋｇ ＝ ×高橋ルキヤ VS.◎若原快 １ＲＫＯ 

 ◆–５８ｋｇ ＝ ◎若原 聖 VS.×谷原矢吹 ２ＲＫＯ 

                                          

◆第１試合 Ｋ‐クラス –２５ｋｇ級 

  ×檜垣
ひ が き

愛美 （渡辺ジム） Ｋ３-１年１１５-２２ (７)  

  ◎山崎佳野 （武道会館） Ｋ３-２年１２１-２２.５ （７） 

    １ＲＫＯ 

◆第２試合 Ｋ‐クラス –２５ｋｇ 

  〇阿部 龍 (橋本道場) Ｋ３-１年１２２-２３.５ (７) 

  ×後藤 暖 （武道会館） Ｋ３-１年１１９-２４ (７)  

    ３－０ 

◆第３試合 Ｋ‐クラス –３０ｋｇ 

  ×伊藤大河 (マイウェイジム)  Ｋ３-３年１２８-２９ (９)Ｄｅ 

  〇角田泰一 (翔武会)  Ｋ３-４年１３１‐２９ (１０) 

    ０－３ 

◆第４試合 Ｋ‐クラス –３０ｋｇ 

  ◎服部大哉 (拳竜会)  Ｋ２-４年１３２-２６（１０） 

  ×角田泰一 （武道会館） Ｋ３-２年１２８-２９.５ （８）② 

    １ＲＫＯ 

 



  Ｋ＝小学生／Ｊ＝中学生＜１：３０×２Ｒ／in ３０＞    

◆第５試合 Ｋ‐クラス –４５ｋｇ 

  ×有賀陽輝 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ２-４年１４３-４５ （９） 

  ◎萱沼 聖 （武道会館） Ｋ３-５年１４３-４５ （１１）  

    ２ＲＫＯ 

◆第６試合 Ｊ×K‐クラス –４５ｋｇ 

  ×飯島 蒼 (峯心会山梨)  J３-1 年１４５‐４３ (１２) 

  ◎萱沼 聖 （武道会館） Ｋ３-５年１４３-４５ （１１） ② 
    ２ＲＫＯ 

◆第７試合 Ｊ×Ｋ‐クラス –４０ｋｇ  

  ×田畑華依哉 (マイウェイジム) Ｊ１-１年１４５-３７ (１２) 

  〇森下璃亜琉
り あ る

 (橋本道場) Ｋ２-５年１４８-３８.４ (１１) 

    ０－３ 
◆第８試合 Ｋ‐クラス –４０ｋｇ  

  ◎伊藤梨一 (マイウェイスピリッツ)  Ｋ３-６年１４２-４０(１２) 

  ×野口虎太郎 (橋本道場) Ｋ３-３年１４３-３７ (８) 

    ２ＲＫＯ 

◆第９試合 Ｊ‐クラス –５０ｋｇ 

 〇前田大尊 (マイウェイジム)  Ｊ１-２年１６８-４８ (１４) 

 ×森川 絆 (マスターズピット) Ｊ２-２年１６０-５０(１３) 

   ３－０ 

◆第 10 試合 Ｊ‐クラス –５８ｋｇ 

 〇小松 楓 (マイウェイジム)  Ｊ１-２年１６７-５３ (１４) 

 ×井上蓮斗 （ＰＩＴ BULL 飯田） Ｊ３-１年１６９-５６ (１３) 

   ２－０ 

◆第 11 試合 Ｊ‐クラス –５８ｋｇ 

 〇中村秦梧 (真弘館) Ｊ３-３年１６６ (１５)  

 ×小松 楓 (マイウェイジム)  Ｊ１-２年１６７-５３ (１４) ② 

   １－２ 

◆第 12 試合 Ｊ‐クラス –３５ｋｇ 

 ×清水龍
た

月
つ き

 (拳竜会)  Ｊ１-１年１４５-３５ (１３) 

 〇櫻井 嵐 (橋本道場)  Ｊ１-１年１４１-３４ (１２) 

   ０－３ 

◆第 13 試合 Ｊ‐クラス –６２ｋｇ  

 ×松山 真 (翔武会)  Ｋ３-６年１７０ (１２) 

 ◎片桐聖也 （Tiger Gym Ｊａｐａｎ） Ｊ２-１年１６３(１２) 

   １ＲＫＯ 

◆第 14 試合 Ｊ‐クラス –６７ｋｇ  

 ×志村亮哉 (翔武会)  Ｊ３-３年１６５‐６７ (１５) 

 ◎玄間貴大 (峯心会山梨)  Ｊ３-２年１８０‐６７ (１４) 

   １ＲＫＯ 

◆第 15 試合 Ａ‐クラス –５８ｋｇ 

 ×月川光政 (ダイケンスリーツリー)  Ａ３Ｆｅ-１６８ (３３)Ｄｅ 

 〇大島丈一郎  （ＰＩＴ BULL 諏訪） Ａ３Ｆｅ-１６８ (１９) 

   ０－３ 

◆第 16 試合 Ａ‐クラス –６２ｋｇ 

 ×雨宮大翔 (ダイケンスリーツリー)  Ａ３Ｌｉ-１６５ (１５) 

 ◎橋本大智 (峯心会)  Ａ３Ｌｉ-１７２ (２６)Ｄｅ 

   １ＲＫＯ 

      Ａ＝高校・一般＜２：００×２Ｒ／in ３０＞     

◆第 17 試合 Ａ‐クラス –６２ｋｇ 

 〇野田 宏 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｌｉ-１６３ (２１)Ｄｅ 

 ×島田和哉 (峯心会山梨)  Ａ３Ｌｉ-１７６ (１８)Ｄｅ 

   ３－０ 

◆第 18 試合 Ａ‐クラス –６２ｋｇ  

 ×望月英伸 （ジャック・サンダース） Ｓ２Ｌｉ-１７２ （５５） 

 〇山崎 明 (峯心会)  Ａ２Ｌｉ-１６１ (３９) 

   ０－２ 

◆第 19 試合 Ａ‐クラス –６４ｋｇ 

 ×白坂龍之介 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３ＳＬ-１７５ (２０)Ｄｅ 

 〇宮下青葉 （Tiger Gym Ｊａｐａｎ）Ａ２ＳＬ-１７５ (２２) 

   ０－３ 

◆第 20 試合 Ａ‐クラス –６４ｋｇ 

 〇前田美貴 (マイウェイジム)  Ａ３ＳＬ-１７３（２３）Ｄｅ   

 ×的場裕哉 （金国煥テコンドースクール）Ａ３ＳＬ-１８０（１９）Ｄｅ 

   ３－０ 

◆第 21 試合 Ｋ‐クラス –３５ｋｇ 

 ×宮崎遼二 (拳竜会)  Ｋ１-４年１４０-３1.５（１０） 

 〇田畑華依哉 (マイウェイジム) Ｊ１-１年１４５-３７ (１２) ② 

   ０－３ 

◆第 22 試合 Ｋ‐クラス –３５ｋｇ 

 ◎戸部汐汰 (マスターズピット) Ｋ１-４年１３８-３２(１０) 

 ×高橋レオ (拳竜会)  Ｋ１-５年１３４-３０（１０）  
   ２ＲＫＯ 

◆第 23 試合 Ｊ‐クラス –５０ｋｇ  

 〇前田大尊 (マイウェイジム)  Ｊ１-２年１６８-４８ (１４) ② 

 ×戸部湖斗 (マスターズピット) Ｊ１-２年１６５-４８(１３) 

   ２－１ 

◆第 24 試合 Ａ‐クラス –６７ｋｇ   

 ×望月稜斗 (マイウェイスピリッツ)  Ａ２Ｗｅ-１７２ (１９) ＜ＰＴ＞ 

 〇小坂陸斗 （Tiger Gym Ｊａｐａｎ）Ａ１Ｗｅ-１８０ (２２) 

   ０－３ 

◆第 25 試合 Ａ‐クラス –６７ｋｇ 

 ×丸山海斗 (マイウェイスピリッツ)  Ａ３Ｗｅ-１７７ （１６）Ｄｅ 

 〇平出雄大 (峯心会)  Ａ３Ｗｅ-１７３ (１９)Ｄｅ 

   ２ＲＫＯ 

◆第 26 試合 Ａ‐クラス –７３ｋｇ 

 ×進藤健太 (マイウェイジム) Ａ３Ｍｉ-１７８ （３５）Ｄｅ 

 〇今村祐基  （金国煥テコンドースクール）Ａ３Ｍｉ-１７７（１９）Ｄｅ 

   ０－２ 

◆第 27 試合 Ａ‐クラス ヘビー級 

 ×三井幸弘 (マイウェイジム)  Ｐ１Ｈｅ-１７０-８４ （３９） 

 〇栗田 豊 （ジャック・サンダース） Ｓ１Ｈｅ-１７１-８５ （５７） 

   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     


