
栄光の記録（第３６号） 平成２７年１０月～平成２８年３月

【スキー】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第38回下越アルペン・新潟県高等学校下越地区スキー大会（１月８日～１０日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] 回転 1 1'15"10 伊藤　  茜　（新潟市スキー協会）

中学回転 1 1'30"65 渡邉　彩海　（黒埼中学校）
小学回転 1 1'41"19 江部希和子  （新潟市JST）
回転 1 1'21"14 阿部ひかり　（新発田高校）

[男子] 小学回転 1 1'37"29 佐々木　心　（新潟市JST）
中学回転 1 1'16"05 富森　莞太　（五十嵐中学校）
高校回転 1 1'14"64 星野　京旺　（北越高校）

[女子] 大回転 1 32"65 伊藤　　茜　（新潟市スキー協会）
小学大回転 1 38"19 榎本　眞和　（新潟市JST）
中学大回転 1 1'15"58 渡邉　彩海　（黒埼中学校）
高校大回転 1 1'13"41 阿部ひかり　（新発田高校）

[男子] 小学回転 1 36"07 佐々木　心　（新潟市JST）
中学回転 1 1'06"74 富森　莞太　（五十嵐中学校）
高校回転 1 1'08"06 星野　京旺　（北越高校）

▼第67回下越スキー選手権（２月６日～７日　胎内市・胎内スキー場）
[女子] K-1回転 1 1'27"25 江部希和子　（新潟市JST）

K-2回転 1 1'18"74 渡邉　彩海　（黒埼中学校）
回転 1 1'10"98 伊藤　　茜　（新潟市スキー協会）
大回転 1 1'35"46 伊藤　　茜　（新潟市スキー協会）

[男子] K-1回転 1 1'25"90 佐々木　心　（新潟市JST）
K-2回転 1 1'17"57 江部　友晴　（新大附属中学校）
少年回転 1 1'07"57 星野　京旺　（北越高校）

▼第32回下越ジュニア大回転競技会（２月６日～７日　胎内市・胎内スキー場）
[女子] K-1大回転 1 1'51"17 榎本　眞和　（新潟市JST）

K-2大回転 1 1'42"51 渡邉　彩海　（黒埼中学校）
[男子] K-1大回転 1 1'48"48 佐々木　心　（新潟市JST）

K-2大回転 1 1'43"83 山田　唯人　（新大附属中学校）
少年大回転 1 1'13"93 星野　京旺　（北越高校）

▼第31回全日本学生アルペンチャンピオン大会FIS（２月８日～１１日　上田市・菅平パインビークオオマツ）
[女子] FIS　SL 3 2'02"16 渡邉　歩実　（日本大学） 関屋中 卒

FIS　SL 5 2'16"22 渡邉　歩実　（日本大学） 関屋中 卒
FIS　SL 1 1'48"70 渡邉　歩実　（日本大学） 関屋中 卒

▼第21回大原カップ大回転競技大会（３月２７日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] 小学５・６年生大回転 1 2'32"22 江部希和子　（新潟市JST）

▼全日本B級大原チルドレン大会（３月２１日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] K-1回転 2 2'16"43 榎本　眞和　（新潟市JST）

K-1回転 3 2'27"50 杉谷　岬子　（新潟市JST）

▼全日本B級第19回新潟県マスターズスキー大会（２月２０日～２１日　十日町市・松之山温泉スキー場）
第１戦
[男子] ６５歳代　大回転 1 58"91 荒井　靜雄　（新潟スキー協会）

４５歳代　大回転 1 55"92 今井　　岳　（新潟スキー協会）
４０歳代　大回転 1 59"80 阿部　祐三　（新潟スキー協会）

[女子] ５５歳代　大回転 1 1'05"88 大西　啓子　（新大スキークラブ）
４５歳代　大回転 2 1'02"71 今井ゆかり　（新潟スキー協会）

第２戦
[男子] ６５歳代 1 57"71 荒井　靜雄　（新潟スキー協会）
[女子] ５５歳代　大回転 1 1'06"19 大西　啓子　（新大スキークラブ）
[男子] ５０歳代　大回転 2 56"26 大西　克仁　（新大スキークラブ）

▼全日本A級　全日本マスターズ秋田たざわ湖大会（３月４～６日　仙北市・たざわ湖スキー場）
第１戦
[男子] ６５歳代　大回転 6 1'01"47 荒井　靜雄　（新潟スキー協会）
[女子] ５５歳代　大回転 5 59"00 大西　啓子　（新大スキークラブ）
第２戦
[男子] ６５歳代　大回転 3 1'04"38 荒井　靜雄　（新潟スキー協会）
[女子] ５５歳代　大回転 5 1'02"18 大西　啓子　（新大スキークラブ）

【武術太極拳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第25回新潟県武術太極拳選手権大会（３月６日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[男子] 24式太極拳 1 　8.78 　山口　勝巳　（豊栄太極拳協会）
[女子] 24式太極拳 1 　8.73 　佐藤小百合　（豊栄太極拳協会）
[男子] 24式太極拳 1 　8.76 　泉　　智慶　（豊栄太極拳協会）

初級長拳の部 1 　8.46 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　
初級器械の部 1 　8.38 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　
長拳B 1 　8.68 　宮尾　宙尚　（新潟市太極拳協会）
規程総合太極拳 1 　8.88 　宮尾　宙尚　（新潟市太極拳協会）
太極剣（42式）の部 1   8.78 　宮尾　宙尚　（新潟市太極拳協会）

[女子] 自選48式・88式の部 1   8.51 　山口いづみ　（豊栄太極拳協会）
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栄光の記録（第３６号） 平成２７年１０月～平成２８年３月

【水泳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼ニューサウスウェールズ州オープン選手権（２月２９～３月８日　オーストラリア・シドニーオリンピック公園プール）
[女子] 200mバタフライ 3 2'11"53 中野　未夢　（アクシーひがし） 長岡大手高校

400mフリーリレー 3 3'49"50 日本チーム　（第3泳者：中野　未夢） 長岡大手高校
800mリレー 2 8'18"69 日本チーム　（第3泳者：中野　未夢） 長岡大手高校

▼第38回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会（３月２７～３０日　東京都・東京辰巳国際水泳場）
[男子] 100m自由形　E 6 50"63 石崎　慶祐　（ダッシュ新津） 新津第一中学校

400mフリーリレー　CS 8 3'23"21 石崎　慶祐　（ダッシュ新津）
[女子] 200m自由形　C 8 2'08"70 佐藤　　愛　（アクシーかめだ） 桜が丘小学校

200m個人メドレー　C 8 2'21"35 佐藤　　愛　（アクシーかめだ） 桜が丘小学校

【アーチェリー】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼河野杯室内アーチェリー大会（１１月１日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 中学18m 1 486 藤原南那子　（関屋中学校）
[男子] 中学18m 1 521 平　　碧仁　（鳥屋野中学校）

▼第31回北信越室内アーチェリー選手権大会（１１月２２日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 中学18m 1 512 藤原南那子　（関屋中学校）

中学18m 2 498 中西　　雅　（付属新潟中学校）
[男子] 中学18m 1 543 平　　碧仁　（鳥屋野中学校）

▼新潟市長杯室内アーチェリー大会（１月１０日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 中学18m 1 481 中西　　雅　（付属新潟中学校）

▼新潟県学生社会人室内アーチェリー大会（１月２４日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 中学18m 1 472 中西　　雅　（付属新潟中学校）
[男子] 中学18m 1 536 平　　碧仁　（鳥屋野中学校）

▼新潟県室内選手権アーチェリー大会（２月７日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 中学18m 1 478 曽根原まい　（坂井輪中学校）
[男子] 中学18m 1 531 平　　碧仁　（鳥屋野中学校）
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栄光の記録（第３６号） 平成２７年１０月～平成２８年３月

【ソフトテニス】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼県小学生クラス別大会（１０月３日　胎内市・国際交流公園テニスコート）
[女子] 6年生 1 中村　理乃　（巻小学校）

中村　花乃　（巻小学校）
④－２ 村山　優海　（柏崎小学校）

三井田唯杏　（柏崎小学校）
5年生 1 本間　心葉　（巻小学校）

町澤　美月　（巻小学校）
④－２ 丸山愛莉奈　（見附小学校）

小林　 咲良　（見附小学校）

▼県クラブチーム選手権大会（１０月１１日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] 一般 1 新潟トキめきクラブ ②－０ 魚沼クラブ

▼県高等学校新人選抜ソフトテニス大会（１０月１７～１８日　長岡市・希望ヶ丘テニスコートほか）
[女子] ダブルス 1 鈴木　愛香　（北越高校）

保科　　葵　（北越高校)
④－０ 北川　里菜　（長岡商業高校）

山崎　優花　（長岡商業高校）
シングルス 1 鈴木　愛香　（北越高校） ④－０ 大原　未来　（北越高校）

[男子] シングルス 1 田辺　達也　（北越高校） ④－３ 小林　将大　（燕中等教育学校）

▼県インドア選手権大会兼北信越インドア県予選会（１１月２２日　上越市・リージョンプラザ）
[男子] 1 國松　貴洋　（東京経済大学）

新倉　裕二　（新潟トキめきクラブ）
④－１ 佐藤　　勲（新潟ﾄｷめきｸﾗﾌﾞ）

中野　　淳（新潟ﾄｷめきｸﾗﾌﾞ）
[女子] 1 山本　千鉱　（巻クラブ）

中村　裕美　（中条クラブ）
④－０ 高橋　美沙（村上桜友会）

青山　衣利（新発田商業高校）

▼北信越インドア選手権大会（１２月１３日　上越市・リージョンプラザ）
[男子] 3 國松　貴洋　（東京経済大学）

新倉　裕二　（新潟トキめきクラブ）
２－④ 村上　雄人（NTT西日本広島）

中本　圭哉（NTT西日本広島）

▼県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（１２月２０日　五泉市・五泉市総合体育館）
[男子] 1 樋口　誠也　（北越高校）

田辺　達也　（北越高校）
④－３ 三浦　健寛　（燕中等教育学

校）

▼北信越中学生インドアソフトテニス大会県予選会（１２月２３日　燕市・スポーツ施設体育センター）
[男子] 1 巻西中学校 ②－０ 宮浦中学校

▼全日本高等学校選抜ソフトテニス大会新潟県予選会（１２月２７日　五泉市・五泉市総合体育館）
[女子] 1 北越高校 ②－０ 巻高校

▼県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（１２月２７日　長岡市・市民体育館）
[女子] 1 鈴木　愛香　（北越高校）

保科　　葵　（北越高校）
④－２ 北川　里菜　（長岡商業高校）

山崎　優花　（長岡商業高校）

【バドミントン】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第21回北信越小学生バドミントン選手権大会（１０月３～４日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[男子] ﾀﾞﾌﾞﾙｽ5年生以下 1 相澤　大智　（プログレス）

矢田　楓雅　（プログレス）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ4年生以下 2 渡辺　麗音　（はちみつＪｒ）

矢田　楓雅　（プログレス）
[女子] ｼﾝｸﾞﾙｽ5年生以下 1 韮澤　百羽　（小野Ｊｒ）

ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 3 片桐　涼花　（白根エンゼルス）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ6年生以下 3 大関彩季葉　（新津ジュニア）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ4年生以下 1 斎藤　舞音　（白根エンゼルス）

笹川　　凛　（白根エンゼルス）

▼ダイドーカップ第12回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会（１０月２５日　阿賀野市・ささかみ体育館）
[男子] 5年団体 1 プログレス・豊栄・つばさ

4年団体 1 豊栄ジュニア
[女子] 4年団体 1 白根エンゼルス

▼第24回全国小学生バドミントン選手権大会（１２月２５～２７日　福岡県・北九州市立総合体育館）
[女子] 都道府県対抗団体戦 2 新潟県

単6年生以下 5 遠藤　 愛加　（はちみつJr）
[男子] 複5年生以下 2 相澤 　大智　（プログレス）

矢田 　楓雅　（プログレス）
複4年生以下 5 渡辺 　麗音　（はちみつＪｒ）

菅井 　康司　（はちみつＪｒ）

▼第27回北信越小学生バドミントン選手権大会（３月５～６日　長野県・松本市総合体育館）
[男子] 5年団体 3 プログレス・豊栄・つばさ

4年団体 3 はちみつジュニア
[女子] 4年団体 1 白根エンゼルス

4年団体 3 新津ジュニア

▼第16回全日本中学生バドミントン選手権大会（３月２０～２２日　宮崎県・宮崎市総合体育館・宮崎県体育館）
[男女] 都道府県対抗団体 5 新潟県
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栄光の記録（第３６号） 平成２７年１０月～平成２８年３月

【バスケットボール】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第37回新潟県ミニバスケットボール大会（１２月５日～６日　新潟市・西川総合体育館）
[男子] 1 松浜ワイルドキャッツ ３５－２９ 黒埼ビクトリーズ

▼第35回北信越ミニバスケットボール大会（１２月２６日～２７日　柏崎市・柏崎総合体育館）
[女子] 2 葛塚ウィングス ３１－３５ 柏崎ウィングス（柏崎）

3 大形イーグルス ４０－３６ 伊那ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾂｲﾝｽﾞ（長野）

▼第47回全国ミニバスケットボール大会(３月２８日～３０日 東京都・代々木第一体育館）
[男子] 1 松浜ワイルドキャッツ ４３－３５ 亀早ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ（香川）

▼第30回BSN杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会（１月２３日～２４日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 1 石山中学校 ６５―３４ 鳥屋野中学校
[女子] 1 清心女子中学校 ７１―３７ 松浜中学校

【アイスホッケー】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼三笠宮賜杯第６４回中部日本アイスホッケー競技大会（２月２７～２８日　愛知県名古屋市・日本ｶﾞｲｼｱｲｽｱﾘｰﾅ）
[男子] 2 新潟県代表（新潟市から７名） ２－６

５－４
決　勝　愛知県代表
準決勝　長野県代表
　　　　参加１０県

【剣道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼新潟県中学校選抜大会（１１月２９日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 団体 1 新潟市小針中学校

（新井　　翼、高橋　　遼、中野　純平
　菅原　　翼、渡邉　　樹、齋藤　洸太
　神林　勇和）

4/2-3/2 白根第一中学校

【テニス】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼新潟県室内テニス選手権大会シングルスの部（１月１６～１７日　新潟市・マリンブルーＴＳ）
[男子] 一般（３２） 1 阿部　竜仁　（東京学館新潟高校） ８－２ 勝島　陽希　 (ファミリーITC)

３５歳以上（９） 1 小柳　良生　（ジャンボITS） ８－５ Ａ．Ｃordell（KAZAMA.TA)
５５歳以上（１５） 1 伊藤　孝幸　（ササキTC） ８－０ 中川　  司　 (秋葉区テニス)
６５歳以上（６） 1 福本順三郎　（ファミリーITC） ８－３ 大内　輝喜  （長岡ロイヤル）

[女子] 一般（１１） 1 松山明日葉　（マリンブルーTS） ８－４ 五十嵐理紗　 (アップルＳＣ)

▼新潟県室内テニス選手権大会タブルスの部（２月１３～１４日　新潟市・マリンブルーTS）
[男子] 一般（４０） 1 野上　流星　（ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟)

阿部　竜仁　（東京学館新潟高校)
９－８ 勝島　陽希　(ファミリーITC)

中村　公宣　(東京学館新潟)
[女子] 一般（３９） 1 松山明日葉　（マリンブルーTS)

渡部　結衣　（マリンブルーTS)
９－７ 竹内　寛子　(KAZAMA.TA)

籏　　弓子　(Kimera)
[男子] ４５歳以上（６） 1 小木　志郎　（Ｒｅ：)

佐藤　泰司　（ザ・テニスステージ)
８－４ 大掛　晃二　(柏崎マインTC)

星野　智康　(柏崎マインTC)
５５歳以上（６） 1 大橋　 慎吉　(ファミリーITC)

山田 　義正　(三菱ガス化学TC)
８－３ 長岡　洋一　(白根TC)

谷　　隆行　(新潟ローンTC)
６５歳以上（６） 1 入山 いおり　(ファミリーITC)

佐藤　 秀夫　(ファミリーITC)
８－３ 渡辺　  新　(新潟ローンTC)

西　　節夫　(ファミリーITC)
[女子] ４０歳以上（９） 1 岩渕　 英理　(ゴーゴーズ)

山本 美和子　(ラッキーズ)
８－３ 高橋真理子　(マリンブルーTS)

斎藤久美子　(Vinton'sB.T.C)

【ボクシング】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼国民体育大会（１０月１日～５日　和歌山県・田辺スポーツパーク）
[男子] 少年ミドル級 2 近藤　　陸　（開志学園高校）

▼全国UJボクシング大会北信越予選会（１月１５～１７日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 38kg級 1 井上　偉心　（山田小学校）

▼全国高等学校ボクシング選抜大会（３月２２～２６日　福島県・河東総合体育館）
[男子] ミドル級 3 近藤　　陸　（開志学園高校）
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【ラグビーフットボール】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼全国ジュニアラグビーフットボール大会北関東地区大会（１０月１１日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 中学ジュニア 1 新潟選抜 宮城選抜、福島選抜

【空手】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第10回北信越小中学生空手道選手権大会（１０月１８日　上越市・上越リージョンプラザ）
[男子] 中学1年生形 2 小泉　瑠寧（白山中学校）

中学3年生形 1 中丸　大介（聖武会）

▼はまなす杯第10回全国中学生空手道選抜大会（３月２８日～３０日　北海道北広島市・北広島市総合体育館）
[男子] 中学1年生形 5 小泉　瑠寧（白山中学校） 全国ﾍﾞｽﾄ8

【バウンドテニス】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第３回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（３月２０日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 小学生高学年の部 1 小熊　楓也（BTC南浜）
[女子] 小学生高学年の部 2 相田　耀子（BTC南浜）

小学生低学年の部 1 小池　楓夏（サウスウィンド）
[男子] 小学生低学年の部 2 相田　稜平（BTC南浜）

小学生低学年の部 3 相田　恭平（BTC南浜）

5


