
栄光の記録（第３８号） 平成２８年１０月～平成２９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39回下越アルペン大会（１月７～８日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] SL 1 2'05"13 榎本　眞和　（新潟JST） K-1

SL 1 1'55"46 佐々木　萌　（新潟高校） 高校女子
[男子] SL 1 1'51"24 山田　唯人　（新潟JST） K-2

SL 1 1'38"55 星野　京旺　（北越高校） 高校男子
SL 1 2'04"07 佐々木　心　（新潟JST） K-1

[女子] GS 1 1'26"25 榎本　眞和　（新潟JST） K-1
[男子] GS 1 1'25"37 佐々木　心　（新潟JST） K-1

GS 1 1'16"26 星野　京旺　（北越高校） 高校男子

▼第68回下越ジュニア選手権・下越スキー選手権（２月１１～１２日　阿賀町・三川温泉スキー場）
[女子] GS 1 1'53"30 渡辺あかり　（新潟JST） K-2

SL 1 2'00"98 江部希和子　（新潟JST） K-1
SL 1 2'12"02 上原　果子　（新潟JST） K-2
SL 1 2'21"47 高橋　瑛子　（赤塚小） キッズ2
SL 1 1'48"66 佐々木　萌　（新潟高校） 高校女子

[男子] SL 1 1'57"39 佐々木　心　（新潟JST） K-1
SL 1 1'56"95 山田　唯人　（新潟JST） K-2
SL 1 2'32"90 江部　蓮平　（新潟JST） キッズ2
SL 1 1'43"72 星野　京旺　（北越高校） 高校男子
GS 1 2'18"10 佐々木　優　（新潟JST） キッズ2
GS 1 1'45"24 佐々木　心　（新潟JST） K-1
GS 1 1'56"20 多賀　信義　（新大SC） 壮年２
GS 1 1'42"51 小潟　雄一　（新大SC） 成年２
GS 1 1'40"32 渡辺　和彦　（新大SC） 成年４

▼第20回新潟県マスターズスキー大会（２月１７～１９日　十日町市・松之山温泉スキー場）
[女子] GS 1 1'01"44 今井ゆかり　（新潟スキー協会） 女子45歳代

▼第24回NSTサロモンカップジュニアアルペン大会（３月１８日　十日町・松之山温泉スキー場）
[女子] GS 2 52"98 江部希和子　（新潟JST） K-1
[男子] GS 1 51"54 佐々木　心　（新潟JST） K-1

▼第22回大原カップ大回転スキー大会（３月２６日　魚沼市・大原スキー場）
[男子] GS 1 2'20"94 星野　京旺　（北越高校） 高校男子

【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26回新潟県武術太極拳選手権大会（２月１９日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[男子] 24式太極拳

(40歳～59歳以下)の部
1 　8.7 　山口　勝巳　（豊栄太極拳協会）

総合太極拳
（29歳以下）の部

1 　8.9 　宮尾　宙尚　（新潟市太極拳協会）

初級器械の部
（棍術）

1 　8.5 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　

長拳B 1 　8.48 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　

太極剣（42式）の部 1 　8.86 　宮尾　宙尚　（新潟市太極拳協会）

国体公開競技部門
初級長拳

1 　8.6 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　

国体公開競技部門
ジュニア太極拳２

1   8.56 　小堺　慎平　（新潟市太極拳協会）　

[男女] 国体公開競技部門
太極拳推手

1   8.46 　山口　勝巳　（豊栄太極拳協会）
山口いづみ　（豊栄太極拳協会）

【水泳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第39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 2 49"82 石崎　慶祐　（ダッシュ新津） 長岡大手高校

200m自由形　E 2 1'47"54 石崎　慶祐　（ダッシュ新津） 長岡大手高校
400m自由形　E 3 3'50"93 石崎　慶祐　（ダッシュ新津） 長岡大手高校
400mフリーリレー　E 3 3'21"74 ダッシュ新津

（樋口　陽太、渡辺　武史、
中川　　潤、石崎　慶祐）

樋口、渡辺、中川
中越高校
石崎は長岡大手高校

[女子] 200m個人メドレー　D 5 2'16"05 佐藤　　愛　（アクシー亀田） 山潟中学校

【馬術】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第71回国民体育大会（１０月２～６日　岩手県・水沢競馬場）
[女子] 成年女子

標準障害飛越競技
5 減点0 　徳田　絵美　（新潟市馬術協会）

【フィギュアスケート】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼全国高等学校総合体育大会（１月１９～２３日　宇都宮市・宇都宮市スケートセンター）
[男子] 8 菅原　生成　（開志学園高校）
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【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第19回BSN少年柔道選手権大会（１１月５日　新潟市・鳥屋野体育館）
[男子]4年生40㎏級 1 齋藤　　輝（白根柔道連盟鳳雛塾）

6年生40㎏級 1 間　　柚稀（白根柔道連盟鳳雛塾）
6年生55㎏級 1 榎本　慎太（新潟市北部柔道クラブ）

[女子]6年生45㎏級 1 中村　宇美（新潟中央柔道少年団）

▼第36回BSN中学校柔道選手権大会（１１月６日　新潟市・鳥屋野体育館）
[女子]団体戦 1 白根第一中学校

（鈴木、渡邉、松澤）

▼第25回新潟県中学校柔道新人体重別大会（１２月１８日　新潟市・鳥屋野体育館）
[男子]45㎏級 1 宗村　　楓（黒埼中学校）

55㎏級 1 松浦　　陸（藤見中学校）
60㎏級 1 榎本　春輝（新潟第一中学校）
66㎏級 1 和泉　亮汰（新津第一中学校）
73㎏級 1 川田　丈尋（白根第一中学校）

[女子]40㎏級 1 渡辺小由希（山潟中学校）
52㎏級 1 鈴木亜衣美（白根第一中学校）
57㎏級 1 小林　祐月（白根北中学校）
63㎏級 1 林　　すず（新潟第一中学校）
70㎏級 1 松澤　佑栞（白根第一中学校）

【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

▼県クラブチーム選手権大会（１０月９日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子]団体 1 新潟トキめきクラブ

▼県高等学校新人選抜ソフトテニス大会（１０月１５～１６日　上越市・上越総合公園テニスコート）
[女子]シングルス 1 鈴木　愛香（北越高校） ④－２ 保科　　葵（北越高校）

▼県小学生学年別６年生大会（１１月６日　燕市・燕市スポーツパーク・市民テニスコート）
[男子]ダブルス 1 高橋　拓己（白根）

関根　颯斗（白根）
④－２ 坪井　勇希（見附）

坪井　柊飛（見附）

▼県インドア選手権大会兼北信越インドア県予選会（１１月１３日　五泉市・五泉市総合会館）
[女子]ダブルス 1 山本　千鉱（巻クラブ）

中村　裕美（中条クラブ）
リーグ戦

▼都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会県予選会（１１月２７日　五泉市・五泉市総合会館）
[男子]ダブルス 1 八木澤爽空（巻西）

加藤洸太郎（巻西）
[女子]ダブルス 1 鈴木　唯香（巻東）

高橋　瑠那（巻東）

▼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１７～１８日　五泉市・五泉市総合体育館）
[男子]団体 1 北越高校 ②－０ 長岡商業高校

ダブルス 1 山本　涼翔（北越高校）
田辺　達也（北越高校）

④－３ 飯島　啓太（北越高校）
中野　健弥（北越高校）

[女子]ダブルス 1 鈴木　愛香（北越高校）
保科　　葵（北越高校）

④－２ 前山　　愛（北越高校）
田辺なつき（北越高校）

▼北信越高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（１月１５日　石川県・こまつドーム）
[女子]ダブルス 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）
ダブルス 3 前山　　愛（北越高校）

田辺なつき（北越高校）
１－④ 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22回北信越小学生バドミントン選手権大会（１０月８～９日　福井県・勝山総合体育館）
[男子]ﾀﾞﾌﾞﾙｽ6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5年生以下 2 渡邊　麗音　（はちみつＪｒ）

菅井　康司　（はちみつＪｒ）
ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 2 稲川蓮二郎　（豊栄ジュニア）

[女子]ｼﾝｸﾞﾙｽ6年生以下 1 韮澤　百羽　（小野Ｊｒ）
ｼﾝｸﾞﾙｽ5年生以下 3 永井　明音　（はちみつＪｒ）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ5年生以下 1 斉藤　舞音　（白根エンゼルス）

笹川　　凛　（白根エンゼルス）

▼第13回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会兼第28回北信越予選会（１１月３日　新潟市・鳥屋野体育館）
[女子]6年生の部 1 小野Ｊｒ

5年生の部 1 白根エンゼルス

▼第25回全国小学生バドミントン選手権大会（１２月２３～２７日　滋賀県・県立総合体育館）
[男子]都道府県対抗団体戦 3 相澤　大智　（新潟県）

矢田　楓雅　（新潟県）
6年生以下ダブルス 1 相澤　大智　（プログレス）

矢田　楓雅　（プログレス）
[女子]5年生以下ダブルス 3 斉藤　舞音　（白根エンゼルス）

笹川　　凛　（白根エンゼルス）
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▼第28回北信越小学生バドミントン選手権大会（３月４～５日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[女子]6年生以下団体 3 小野Ｊｒ

5年生以下団体 3 白根エンゼルス

▼第17回新潟県中学バドミントン選手権大会（１２月３～４日　新潟市・横越総合体育館）
[男子]シングルス 1 武田　航太（東新潟中学校）
[女子]シングルス 1 長谷川未来（坂井輪中学校）

▼第33回全日本シニア大会（１１月１１～１４日　東京都・八王子市総合体育館）
[男子]30歳以上シングル 2 毛利　正和（ＶＥＲＴＥＸ）

▼第69回中部日本選手権大会（１１月１９～２０日　長岡市・長岡市総合体育館）
[男子]少年ダブルス 2 小林　悠人（日本文理高校）

橋本　　優（北越高校）
一般シングルス 1 木村　光尊（ＶＥＲＴＥＸ）
一般シングルス 3 毛利　正和（ＶＥＲＴＥＸ）

[女子]一般シングルス 1 北上　詩歩（新潟医療福祉大学）
一般ダブルス 1 北上　詩歩（新潟医療福祉大学）

木村　未来（栃尾協会）
[男子]30歳以上シングル 2 海津　英樹（新津羽球連盟）
[女子]40歳以上

ダブルス
3 木竜由里子（真砂クラブ）

長場眞由美（真砂クラブ）
50歳以上
ダブルス

2 原　　　幸（ハッピークラブ）
宇都宮明子（石川県）

60歳以上
ダブルス

1 足立　恵子（スカイカイト）
森畑たい子（Ｇ・スピリッツ）

[男女]50歳以上
混合ダブルス

2 伊藤　政美（白根連盟）
伊藤英美子（スカイカイト）

50歳以上
混合ダブルス

3 高橋　知里（ボギー）
黒田恵美子（イーグル）

【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38回新潟県ミニバスケットボール大会（１２月３～４日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 1 大形バッドボーイズ
[女子] 1 大形イーグルス

▼第36回北信越ミニバスケットボール大会（１２月２４～２５日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 1 大形バッドボーイズ
[女子] 1 大形イーグルス

▼第31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１４日・２１～２２日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 1 鳥屋野中学校
[女子] 1 新潟柳都中学校

【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

▼2016アジアリーグJ-Iceセントラルディビジョン（１１月２６～２７日　長野県岡谷市・やまびこスケートの森）
[男子] 3 新潟県選抜（新潟市から７名） ２－７

３－７
９－１
３－０

愛知県選抜
長野県選抜
静岡県選抜
富山県選抜
　　　参加５県

ブロック大会

▼三笠宮賜杯第65回中部日本アイスホッケー競技大会（２月１８～１９日　愛知県名古屋市・日本ｶﾞｲｼｱｲｽｱﾘｰﾅ）
[男子] 3 新潟県代表（新潟市から６名） ５－３

０－３
３位決定戦　富山県代表
準決勝　　　長野県代表
　　　参加１０県

ブロック大会

【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２７日　新潟市・亀田総合体育館）
[男子]団体 1 新潟第一中学校

（小出　拓実、篠　　拓磨、下間　顕伸
　登松　　巧、丸山　大輝、間野　堅裕
　高橋　航太）

２－２ 新潟市小針中学校

【フェンシング】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第69回全日本フェンシング選手権大会（個人）（１２月１日　東京都・駒沢オリンピック総合運動場体育館）
[男子]エペ個人 8 平野　良樹（新潟クラブ）

▼第69回全日本フェンシング選手権大会（団体）（１２月２３日　愛媛県・伊予三島運動公園体育館）
[男子]エペ団体 4 新潟クラブ

【サッカー】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第71回国民体育大会（１０月２～６日　岩手県・各地）
[女子]成年 1 新潟県成年女子
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【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１４～１５日　新潟市・マリンブルーＴＳ）
[男子]一般 1 中村　公宣　（東京学館新潟高校） ８－２ 小磯孝太郎　（YeLL）

３５歳以上 1 小柳　良生　（ジャンボITS） ８－５ 村木　和弥　（ファミリーITC）
４５歳以上 1 伊藤　英城　（ＯＺテニスクラブ） ８－５ 岩月　大輔　 (三条ファミリーTC)
５５歳以上 1 伊藤　孝幸　（ササキTC） ８－６ 渡邉　幸夫  （T＆S新発田ITS）
６５歳以上 1 福本順三郎　（ファミリーITC） ８－４ 今村　孝雄　 (ササキTC)

[女子]一般 1 渡部　結衣　（マリンブルーTS） ８－２ 石川　和奏　（長岡北部ジュニア）

▼新潟県室内テニス選手権大会タブルスの部（２月１１～１２日　新潟市・マリンブルーTS）
[男子]一般 1 野上　流星　（YeLL）

小磯孝太郎　（YeLL）
８－３ 渡辺　　峻　（YeLL）

二宮　大輝　（YeLL）
[女子]一般 1 福田江梨子　（マリンブルーTS)

丸山　　恵　（T&S新発田ITS)
９－８（４） 米山　依里　（三条ファミリーTC）

田中　泰子　（三条ファミリーTC）
[男子]３５歳以上 1 田村　和明　（マリンブルーTS)

仲村　哲至　（YeLL）
８－３ 荻荘　史一　（池村プロテニス塾）

須長　直彦　（ファミリーITC）
４５歳以上 1 三吉　　亘　（T＆S新発田ITS）

丸山　　茂　（ゴーゴーズ）
3チーム
リーグ戦

５５歳以上 1 山田　義正　（三菱ガス化学TC）
中川　雅彦　（ファミリーITC）

９－７ 五十嵐重智　（ササキTC）
坂口　吉彦　（マリンブルーTS)

６５歳以上 1 入山いおり　（ファミリーITC）
和久井敏夫　（ファミリーITC）

９－７ 福本順三郎　（ファミリーITC)
近藤　　博　（長岡岡友)

[女子]４０歳以上 1 斎藤久美子　（Vinton’s.B.T.C）
高橋真理子　（マリンブルーTS）

８－６ 小島　昌子　（ファミリーITC）
荻荘　麻美　（ファミリーITC）

【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

▼第71回国民体育大会（１０月５～１０日　岩手県・水沢体育館）
[男子]少年ピン級 3 滝澤　栄吉　（開志学園高校）

少年ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 2 佐々木光大　（新潟向陽高校）
少年ミドル級 5 近藤　　陸　（開志学園高校）

【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

▼髙澤杯スルール大会（９月２３日～１０月８日　新潟市・太夫浜球技場）
[男女]ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ

小学生高学年
1 新潟市ジュニアラグビースクール リーグ戦

（新潟、新津、新発田他）

▼東日本ジュニアラグビーブロック大会（１０月１０日　仙台市）
[男女]ジュニアラグビー

中学生
1 新潟選抜 リーグ戦

（新潟、福島、宮城）
関東大会出場

▼北信越ミラージュカップ大会（１０月１０日　富山県・魚津桃山運動公園）
[男女]ｼﾞｭﾆｱﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ

小学生
1 新潟市ジュニアラグビースクール リーグ戦

▼関東ジュニアラグビー大会（１１月５～６日　千葉県）
[男女]ジュニアラグビー

中学生
3 新潟選抜 1勝1敗1分

同率得失点差
リーグ戦
（北海道、東京）

▼SP-8社会人リーグ（１１月１３日　新潟市・陸上競技場）
[男子]社会人ラグビー 1 イーデンポール リーグ戦

▼サントリーカップ 第13回全国小学生タグラグビー選手権大会新潟県予選会（１２月４日　新発田市・カルチャーセンター）
[男女]ジュニア小学生 1 新津リバーズエイト リーグ戦 北関東大会出場

▼全国地区大学関東大会（１２月１０日　群馬県・県営ラグビー場）
[男子]地区大学ラグビー 1 新潟大学 リーグ戦（茨城大学） 全国大会出場

▼新潟県タグラグビー交流会（３月４日　新潟市・岩室体育館）
[男女]ジュニア小学生 1 ニシカン リーグ戦

【空手道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第11回北信越小中学生空手道選手権大会（１０月１６日　富山県・上市町総合体育館）
[男子]中学2・3年生男子形 1 小泉　瑠寧（白山空手道会）
[女子]小学2年生女子形 2 駒口さくら（白山空手道会）

▼第36回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会（１０月２２日　新潟市・亀田総合体育館）
[男子]男子団体形 1 新潟第一高校

男子個人形 1 宮山　隼斗（新潟第一高校）

▼第30回北信越高等学校空手道新人大会（１１月１９日　長野県・松本市総合体育館）
[男子]男子団体形 3 新潟第一高校 全国大会出場

男子個人形 2 宮山　隼斗（新潟第一高校） 全国大会出場
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【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4回北信越ブロックバウンドテニス選手権新潟県予選大会（１０月２日　三条市・栄体育館）
[男子]ダブルスフリー 1 周防　倫裕

本保凌太郎
ダブルスミドル 1 吉越　光彦

川島　朝臣
[女子]ダブルスシニア 1 内山志津子

高岡美代子
[男子]シングルスフリー 1 川島　朝臣

シングルスミドル 1 吉越　光彦
[女子]シングルスシニア 1 遠山ゆみ子

▼第12回北信越ブロックバウウドテニス選手権大会（２月１９日　富山県・滑川市総合体育センター）
[男子]ダブルスフリー 3 周防　倫裕

本保凌太郎
ダブルスシニア 3 遠山　恒夫

今井　宏一
[女子]ダブルスシニア 3 内山志津子

高岡美代子
ダブルスシニア 3 山田加代子

黒川美枝子
[男子]シングルスフリー 2 川島　朝臣

シングルスミドル 3 吉越　光彦
シングルスシニア 3 遠山　恒夫

[女子]シングルスシニア 3 遠山ゆみ子

▼第４回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（３月１９日　新潟市・北地区スポーツセンター）
[男子]小学生高学年の部 1 小熊　楓也

小学生低学年の部 1 相田　稜平

【テコンドー】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第34回全日本テコンドー選手権大会（１１月２０日　東京都・港区立芝小学校）
[男子]キョルギ・一般

80kg級
2 魚野　洋樹（力心館）

キョルギ・中学生
2・3年生の部

2 魚野　友樹（力心館）

キョルギ・中学生
1年生の部

2 栗山　日向（武志道場）

キョルギ・小学生
6年生の部

3 舘野　力樹（武志道場）

キョルギ・小学生
6年生の部

3 渡部　綾斗（武志道場）

キョルギ・小学生
5年生の部

2 佐藤　拓心（勇道館）

キョルギ・小学生
3年生の部

3 長谷川守都夷（勇道館）

プムセ・一般 2 魚野　洋樹（力心館）

プムセ・中学生
男子合同の部

2 魚野　友樹（力心館）

プムセ・小学
5・6年生合同の部

1 長谷川湊夷（勇道館）

[女子]プムセ・小学
5・6年生合同の部

2 河井　小春（勇道館）

[男子]プムセ・小学
5・6年生合同の部

3 佐藤　拓心（勇道館）

プムセ・小学
5・6年生合同の部

3 佐藤　知也（力心館）

プムセ・小学
4年生合同の部

1 丹羽　洸寧（勇道館）

プムセ・小学
3年生合同の部

1 長谷川守都夷（勇道館）

【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第71回国民体育大会（１０月７～９日　岩手県奥州市・水沢弓道場）
[女子]少年女子遠的 4 山本　　澪（新潟明訓高校）

少年女子近的 4 山本　　澪（新潟明訓高校）
女子総合 3 山本　　澪（新潟明訓高校）
男女総合 4 山本　　澪（新潟明訓高校）

▼第44回新潟県弓道選抜選手権大会（１１月２０日　新津）
[男子]一般男子の部 1 竹石　　至（愛弓会） ８射７中 一般の部

年度最優秀賞
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