
栄光の記録（第３４号） 平成２６年１０月～平成２７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

▼第全日本学生チャンピオン大会　FIS（１月６～９日　長野県・志賀高原西館山）
[女子] コンバインド 1 2'00"69 渡邉　歩実（日本大学）

GS 3 1'52"59 渡邉　歩実（日本大学）
SL 1 1'31"49 渡邉　歩実（日本大学）

▼新潟県スキー選手権（１月２２日　湯沢町・苗場スキー場）
[女子] SL 1 1'20"86 渡邉　歩実（日本大学）

▼金山HEADCUPチルドレン大会　SAJB級（２月２１～２２日　福島県・かねやまスキー場）
[男子] SL 1 1'31"37 富森　悠真（五十嵐中学校）

SL 1 1'31"70 富森　悠真（五十嵐中学校）

▼第３回アベトーネ派遣選手選考チルドレン大会（２月２８日　南魚沼市・上越国際スキー場）
[男子] SL 3 1'51"26 富森　悠真（五十嵐中学校）

SL 5 1'52"39 星野　京旺（鳥屋野中学校）

▼第３７回下越アルペン大会（１月１１～１２日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] SL 1 2'15"05 木村　日和（上所小学校）

SL 1 1'51"31 佐々木　萌（関屋中学校）
SL 1 1'39"04 伊藤　　茜（北越高校）

[男子] SL 1 2'04"17 山田　唯人（下山小学校）
SL 1 1'37"56 星野　京旺（鳥屋野中学校）
GS 1 1'12"85 星野　京旺（鳥屋野中学校）

[女子] GS 1 1'13"71 伊藤　　茜（北越高校）

▼第３１回下越ジュニアスキー大会（２月７～８日　阿賀町・三川温泉スキー場）
[女子] SL 1 2'06"09 榎本　眞和（万代長嶺小学校）

SL 1 1'34"85 伊藤　　茜（北越高校）
[男子] SL 1 1'54"49 山田　唯人（下山小学校)

SL 1 1'34"12 星野　京旺（鳥屋野中学校）
SL 1 1'56"90 佐々木　心（浜浦小学校）

[女子] GS 1 1'56"24 榎本　眞和（万代長嶺小学校）
[男子] GS 1 1'46"63 山田　唯人（下山小学校)

GS 1 1'36"50 富森　莞太（五十嵐中学校）
GS 1 1'45"82 佐々木　心（浜浦小学校）

▼志賀高原アルペンスプリング大会　全日本B級（３月３０～４月２日　長野県・志賀高原）
[男子] SL 3 2'00"92 富森　悠真（五十嵐中学校）

SL 2 1'51"26 富森　悠真（五十嵐中学校）
SL 3 1'52"39 星野　京旺（鳥屋野中学校）

▼2015FIS野沢温泉カップ（４月８～９日　長野県・野沢温泉スキー場）
[女子] SL 2 2'00"96 渡邉　歩実（日本大学）

SL 2 1'51"04 渡邉　歩実（日本大学）

▼第20回大原カップ（４月４日　魚沼市・大原スキー場）
[女子] GS 1 2'32"00 江部希和子（新大附属小学校）
[男子] GS 1 2'30"01 佐々木　心（浜浦小学校）

GS 1 2'27"80 山田　唯人（下山小学校）

▼全日本B級公認第１２回上越国祭カップ（３月２３～２６日　南魚沼市・上越国際スキー場）
[女子] SL 2 1'30"18 伊藤　　茜（北越高校）

GS 1 2'18"22 伊藤　　茜（北越高校）
GS 3 2'12"78 伊藤　　茜（北越高校）

▼第８回八海山麓マスターズ（１月１８～１９日　南魚沼市・八海山麓スキー場）
[男子] GS（６０歳代） 1 52"81 荒井　静雄（新潟スキー協会）

GS（４５歳代） 2 53"90 窪田　勝博（新潟スキー協会）
GS（６０歳代） 1 54"33 荒井　静雄（新潟スキー協会）
GS（４５歳代） 2 54"50 窪田　勝博（新潟スキー協会）

▼第１８回新潟県マスターズスキー大会（２月１４～１５日　十日町市・松之山温泉スキー場）
[男子] GS（６０歳代） 3 1'01"39 荒井　静雄（新潟スキー協会）

GS（５０歳代） 2 59"86 大西　克仁（新大SC）
GS（８０歳代） 2 1'25"04 村山　二郎（亀田SC）
GS（６０歳代） 1 58"84 荒井　静雄（新潟スキー協会）
GS（５０歳代） 2 58"05 大西　克仁（新大SC）
GS（４５歳代） 3 58"58 長谷川　靖（新大SC）

▼第４回大原スプリングマスターズ（４月１１～１２日　魚沼市・大原スキー場）
[男子] GS（８０歳代） 2 1'40"08 村山　二郎（亀田SC）

GS（８０歳代） 3 1'45"11 村山　二郎（亀田SC）
GS（４５歳代） 3 1'11"40 長谷川　靖（新大SC）

1



栄光の記録（第３４号） 平成２６年１０月～平成２７年３月

【新体操】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第３０回全国高等学校新体操選抜大会（３月２０～２２日　広島県・県立総合体育館）
[女子] 団体 4 13.817 東京学館新潟高等学校

（伊集院里乃花、村山　佑咲、荒井　瀬奈
　内田　成美、　大山　海栞）

【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２４回新潟県武術太極拳選手権大会（３月１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 1 8.78 山口　勝巳（豊栄太極拳協会）
[男女] ジュニア太極拳 1 8.41 小堺　美空（新潟市太極拳協会）
[男子] カンフー体操 1 8.55 皆川　拓海（新潟市太極拳協会）

初級長拳 1 8.56 小堺　慎平（新潟市太極拳協会）　
初級器械 1 8.35 小堺　慎平（新潟市太極拳協会）
４２式太極剣 1 8.7 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）
規定難度太極拳 1 8.78 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

【陸上競技】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼日本ユース陸上競技選手権大会（１０月３～５日　愛知県・瑞穂運動公園陸上競技場）
[男子] ８００ｍ 8 1'57"00 花岡　一臣（新潟明訓高校）

▼国民体育大会（１０月１８～２２日　長崎県・総合運動公園陸上競技場）
[女子] ４００ｍH 8 1'00"25 新井田遙奈（新潟商業高校）

▼北信越高等学校新人陸上競技大会（１０月２５～２６日　新潟市・デンカビッグスワンスタジアム）
[男子] １００ｍ 1 10"74 田村　直也（新潟商業高校）

１００ｍ 3 10"97 小林　　廉（新潟明訓高校）
２００ｍ 2 21"87 北原　和輝（東京学館新潟高校）
２００ｍ 3 21"89 相川　心平（新潟商業高校）
４００ｍ 1 49"08 花岡　一臣（新潟明訓高校）
４００ｍ 2 49"63 大谷地虎希（新潟商業高校）
８００ｍ 1 1'56"80 花岡　一臣（新潟明訓高校）
１１０ｍH 3 15"21 安立　悠紀（新潟高校）
走幅跳 1 7m17 相川　心平（新潟商業高校）
三段跳 1 14m61 稲川　尚太（新潟高校）
４×１００ｍR 1 41"47 新潟商業高校

（松田慎太郞　船越　翔太
　田村　直也　相川　心平）

４×１００ｍR 3 42"04 東京学館新潟
（前田　涼平　内山　大輔
　土田千夏詩　北原　和輝）

４×４００ｍR 1 3'18"56 新潟商業高校
（酒井　広大　相川　心平）
　船越　翔太　大谷地虎希）

４×４００ｍR 2 3'21"18 東京学館新潟
（風間　正輝　北原　和輝
　前田　涼平　中澤　幸也）

４×４００ｍR 3 3'21"23 日本文理高校
（猪俣　慧樹　西山　啓也
　斉藤　大介　藤塚　健太）

八種競技 2 5861点 石井　雄大（新潟高校）
[女子] ４００ｍ 3 57"41 八尾　優奈（新潟商業高校）

１００ｍH 1 14"82 會津　萌実（新潟商業高校）
４００ｍH 1 1'02"35 鈴木　多惠（新潟明訓高校）
４００ｍH 2 1'03"37 縄　亜佑実（新潟商業高校）
走幅跳 2 5m51 権瓶　明日夏（日本文理高校）
砲丸投 1 12m32 高橋　由華（東京学館新潟高校）
円盤投 3 36m50 森川　絵美子（新潟明訓高校）
やり投 2 40m92 永木　ひかり（新潟向陽高校）
４×１００ｍR 1 47"94 新潟商業高校

（若杉　寧々　中澤　　舞
　小林　　茜　八尾　優奈）

４×４００ｍR 2 3'56"98 新潟商業高校
（小林　　茜　縄　亜佑実
　山岸　佳奈　八尾　優奈）

▼県高等学校駅伝競走大会（１０月３０日　弥彦村・弥彦長距離走路）
[女子] 1 １：１４：３２ 新潟明訓高校

（土田　佳奈　矢川　瑚都
　五十田　楓　鈴木　桃夏
　樋山　紗子）
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栄光の記録（第３４号） 平成２６年１０月～平成２７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

▼第12回世界水泳選手権大会（１２月３～７日　カタール・ドーハ）
[女子] 200mバタフライ 8 2'06"45 中野　未夢（アクシーひがし）

▼BHP4ヵ国対抗戦（１月３０～３１日　オーストラリア・パース）
[女子] 100mバタフライ 6 59"74 中野　未夢（アクシーひがし）

200mバタフライ 4 2'10"33 中野　未夢（アクシーひがし）

▼NSWオープン選手権（２月２７～３月１日　オーストラリア・シドニー）
[女子] 200mバタフライ 1 2'11'39 中野　未夢（アクシーひがし）

▼第37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２６～３０日　東京都・東京辰巳国際水泳場）
[男子] 1500m自由形 6 15'24"56 吉岡　康樹（アクシーひがし）

100m自由形 4 50"72 渡辺　武史（ダッシュ新津）
100m自由形 5 51"81 石崎　慶祐（ダッシュ新津）
50m自由形 7 24"12 石崎　慶祐（ダッシュ新津）

[女子] 100mバタフライ 2 59"36 中野　未夢（アクシーひがし）
200mバタフライ 4 2'08"89 中野　未夢（アクシーひがし）
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栄光の記録（第３４号） 平成２６年１０月～平成２７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

▼北信越中学生インドアソフトテニス大会（１月１８日　上越市・リージョンプラザ上越）
[女子] 団体 2 巻東中学校 1-2 押水中学校（石川）

▼新潟県高等学校新人選抜ソフトテニス大会（１１月１日　上越市・上越総合運動公園テニスコート）
[男子] 個人(ﾀﾞﾌﾞﾙｽ) 阿部　将大（北越高校）

星野　雄慈（北越高校）
4-2 増田　　介（巻高校）

横山　怜司（巻高校）
個人(ｼﾝｸﾞﾙｽ) 星野　雄慈（北越高校） 4-0 阿部　将大（北越高校）

▼第40回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１３日　五泉市・五泉総合会館）
[女子] 団体 1 北越高等学校 2-0 村上高等学校

▼第30回新潟県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（１２月１４日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[女子] 個人 1 大原　未来（北越高校）

松浦明彩加（北越高校）

▼北信越高等学校選抜インドア大会（１月１７～１８日　松本市・やまびこドーム）　
[女子] 団体 2 北越高等学校 1-2 村上高等学校

▼第62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・岩瀬スポーツ公園）
[女子] 団体 1 新潟県選抜

長谷川　凜(明鏡高校)
長谷川　蓮(明鏡高校)

個人 1 長谷川　凜(明鏡高校)
長谷川　蓮(明鏡高校)

▼新潟県クラブチーム選手権大会（１０月１９日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] シニア 1 交友クラブ 2-1 秋葉クラブ

【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23回全国小学生バドミントン大会新潟県予選（１０月４日　柏崎市・柏崎市総合体育館）
[男子] ｼﾝｸﾞﾙｽ6年生以下 1 武田　航太（はちみつジュニア）

ｼﾝｸﾞﾙｽ5年生以下 1 松尾　　駿（新潟ジュニア）
ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 1 斉藤　　駿（五泉バンビーノ）

[女子] ｼﾝｸﾞﾙｽ5年生以下 1 遠藤　愛加（はちみつジュニア）
ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 1 韮澤　百羽（小野ジュニア）

[男子] ﾀﾞﾌﾞﾙｽ6年生以下 1 後藤　　空（はちみつジュニア）
土田　琉聖（はちみつジュニア）

[女子] ﾀﾞﾌﾞﾙｽ5年生以下 1 片桐　想叶（白根エンゼルス）
野瀬山優心（白根エンゼルス）

ﾀﾞﾌﾞﾙｽ4年生以下 1 斉藤　舞音（白根エンゼルス）
笹川　　凜（白根エンゼルス）

▼第62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・富山市総合体育館）
[女子] 団体 1 新潟県選抜

佐藤　絵里(新潟翠江高校)
佐々木瀬奈(新潟翠江高校)
計良南々星(明鏡高校)
田中　澄恵(明鏡高校)
大原　えみ(明鏡高校)

リーグ戦

[男子] 団体 2 新潟県選抜
宮路　晋平(新潟翠江高校)
森田新一郎(新潟翠江高校)
阿部　龍矢(明鏡高校)
田中 成哉(明鏡高校)

リーグ戦

[女子] 個人 1 佐藤　絵里(新潟翠江高校) 2-0 上川（松本筑摩高校）

▼ダイドーカップ第11回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会（１１月２日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[男子] 6年団体 1 はちみつジュニア

5年団体 1 はちみつジュニア
[女子] 6年団体 1 はちみつジュニア

▼第23回全国小学生バドミントン選手権大会（１２月２６～２９日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 都道府県対抗団体戦 1 新潟県
[女子] 都道府県対抗団体戦 3 新潟県
[男子] 単6年生以下 3 武田　航太（はちみつジュニア）

単6年生以下 5 目崎駿太郎（小野Ｊｒ．）
単5年生以下 5 松尾　　駿（新潟ジュニア）

[女子] 単6年生以下 5 長谷川未来（小野Ｊｒ．）
単5年生以下 5 遠藤　愛加（はちみつジュニア）
単4年生以下 5 韮澤　百羽（小野Ｊｒ．）

▼第26回北信越小学生バドミントン選手権大会（３月５～６日　富山県・西部体育センター）
[男子] 6年団体 1 はちみつジュニア

単5年生以下 3 はちみつジュニア
単4年生以下 3 はちみつジュニア

▼第15回全日本中学生バドミントン選手権大会（３月２１～２２日　東総合スポーツセンター）
[混合] 都道府県対抗団体戦 3 新潟県
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栄光の記録（第３４号） 平成２６年１０月～平成２７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62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・総合体育センター）
[女子] 1 新潟県選抜

籠島　愛花(明鏡高校)
田中　美華(新潟翠江高校)
小池　夏帆(新潟翠江高校)

108-23 となみ野（富山）

【軟式野球】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・総合体育センター）
[男子] 1 新潟県選抜

田村侑一朗(明鏡高校)
佐藤　大介(明鏡高校)
小原　来樹(明鏡高校)
木村　　航(明鏡高校)
永井　　駿(明鏡高校)

13-0 松本筑摩（長野）

【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２２回ＪＯＣジュニアオリンピックカップフェンシング大会（１月９～１０日　東京都・駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場体育館）
[男子] カデエペ 2 古俣　　聖（新潟第一高校）

ジュニアエペ 1 古俣　　聖（新潟第一高校）
[女子] ジュニアエペ 1 古俣　潮里（明治大学・新潟高校卒）

【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６３回中部日本アイスホッケー競技大会（２月２１～２２日　長野市・ビッグハット）
[男子] 2 新潟県代表（新潟市から５名） １－４ 愛知県代表

【剣道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・県営富山武道場）
[女子] 個人 1 大竹　真央（明鏡高校） 須佐（出雲崎高校）

▼第36回ＢＳＮ高等学校剣道選手権大会（１１月１５～１６日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟商業高校
[女子] 団体 1 新潟商業高校
[男子] 個人 1 皆川　辰也（新潟商業高校）
[女子] 個人 1 岩倉　薫子（新潟商業高校）

▼第24回全国高等学校剣道選抜大会新潟県二次予選会（１月１１日　新潟市・黒崎地区総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校
[女子] 団体 1 新潟商業高校

▼第24回庄川清流杯北信越剣道新人大会（１月３０～２月１日　富山県・庄川体育センター）
[男子] 団体 2 新潟第一高校

団体 3 新潟商業高校
団体 3 新潟明訓高校

[女子] 団体 1 新潟商業高校
団体 3 新潟青陵高校

▼第24回全国高等学校剣道選抜大会（３月２７～２８日　愛知県・春日井市総合体育館）
[女子] 団体 5 新潟商業高校

（近藤　瑞紀、岩倉　薫子
　五十嵐紗萌、田邨　七海
　村山　直織、田中　希佳
　長澤　悠希）

ﾍﾞｽﾄ8

【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１７・１８日　新潟市・マリンブルーＴＳ）
[男子] 一般（３８） 1 中村　公宣（東京学館新潟） ９－８ 勝島　陽希(東京学館新潟)

３５歳以上（１１） 1 小柳　良生（ジャンボITS） ８－０ 渡辺　富夫(荒川町TC)
４５歳以上（９） 1 田村　和明（マリンブルーTS） ９－７ 三吉　　亘(T＆S新発田ITS)
５５歳以上（１２） 1 伊藤　孝幸（ササキTC） ８－１ 渡邉　幸夫(T＆S新発田ITS)
６５歳以上（６） 1 福本順三郎（ファミリーITC） ８－２ 川上　亮一(長岡岡友)

[女子] 一般（１４） 1 布川　七海（ジャンボITS） ８－３ 中野　亜美(アピアITC)
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▼新潟県室内テニス選手権大会タブルスの部（２月７・８日　新潟市・マリンブルーTS）
[男子] 一般（３６） 1 松谷　　亮(ジャンボITS)

小林　佑介(ファミリーITC)
８－５ 銅谷　洋平(ファミリーITC)

鍋島健太朗(ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟)
[女子] 一般（４１） 1 福田江梨子(ジャンボITS)

丸山　　恵(シバタロイヤルTC)
７－７ 田中　泰子(三条ファミリーTC)

塚田　晶子(ゴーゴーズ)
[男子] ３５歳以上（７） 1 木村　嘉彦(テニスステーション新潟)

小林　光一(マリンブルーTS)
８－５ 佐藤　泰司(ｻﾞ･ﾃﾆｽｽﾃｰｼﾞ)

田村　和明(マリンブルーTS)
４５歳以上（６） 1 伊藤　英城(OZテニスクラブ)

三吉　　亘(T&S新発田ITS)
８－６ 渡邉　幸夫(T＆S新発田ITS)

加藤　直樹(ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟)
５５歳以上（７） 1 大橋　慎吉(ファミリーITC)

山田　義正(三菱ガス化学TC)
８－１ 五十嵐重智(ササキTC)

西条　昌彦(ササキTC)
６５歳以上（４） 1 福本順三郎(ファミリーITC)

近藤　　博(長岡岡友)
リーグ戦
３勝０敗

佐藤昭一郎(新潟ITS)
今村　孝雄(ササキTC)

[女子] ４０歳以上 1 佐藤　弘子(ファミリーITC)
馬場　浩子(ファミリーITC)

８－６ 海老根美子(マリンブルーTS)
宮薗　孝子(ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ新潟

【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

▼新潟県高等学校ボクシング新人大会（１２月１９～２２日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 1 風間　達希（新潟向陽高校）

フライ級 1 関根　英人（北越高校）
バンタム級 1 奥山　修平（北越高校）
ライト級 1 髙橋　春希（新潟向陽高校）
ライトウェルター級 1 南　　晃平（新潟南高校）
ウェルター級 1 佐藤　真矢（新潟向陽高校）

▼北信越高等学校ボクシング新人大会（１月１６～１８日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 2 風間　達希（新潟向陽高校）

フライ級 1 関根　英人（北越高校）
バンタム級 3 奥山　修平（北越高校）
ライト級 1 髙橋　春希（新潟向陽高校）
ライトウェルター級 1 南　　晃平（新潟南高校）
ウェルター級 1 佐藤　真矢（新潟向陽高校）
ミドル級 1 今井　駿輔（新潟南高校）

▼全国高等学校ボクシング選抜大会（３月２２～２６日　岡山市・県立武道館）
[男子] フライ級 5 関根　英人（北越高校）

ミドル級 5 今井　駿輔（新潟南高校）

【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

▼社会人リーグ戦（６～１１月　新潟市・鳥屋野球技場ほか）
[男子] 社会人 1 エレガンス・ビー スーパーエイトほか リーグ戦

▼新潟県秋季ラグビースクール交流会（１０月４日　新潟市・太夫浜球技場）
[男子] 中学生 1 新潟市ジュニアラグビースクール 新発田RS、新津RSほか リーグ戦

▼ジュニアラグビースクール地区ブロック大会（１０月１８、１９日　仙台市）
[男子] 中学生 1 新潟市選抜チーム 宮城県、福島県ほか リーグ戦

▼第94回全国高校ラグビーフットボール大会新潟県大会（１０月２５～１１月８日　新潟市・ビッグスワンスタジアムほか）
[男子] 1 新潟工業高等学校 43-19 新発田高等学校

▼第32回NHK杯新潟県高校ﾗｸﾞﾋﾞｰ大会兼第16回全国高校選抜ラグビー大会新潟県予選
                               
[男子] 1 新潟工業高等学校 26-10 新発田高等学校

▼新潟県タグラグビー大会（１２月６日　新潟市・両川体育館）
[混合] 小学生 1 新潟市ジュニアラグビースクール リーグ戦

▼北関東ブロックタグラグビー大会（１月１９日　栃木県）
[混合] 小学生 2 新潟市ジュニアラグビースクール リーグ戦

▼Ｕ－１５東日本ジュニアラグビー大会県予選会（２月２２日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 中学生 1 新潟市選抜チーム 新発田RS、新津RSほか

▼平成26年度北信越高等学校新人ラグビー大会（３月７～１５日　新潟市・鳥屋野運動公園球技場）
[男子] 1 新潟工業高等学校 21-14 日本航空高等学校（石川）

【空手】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第９回北信越小中学校空手道選手権大会（１０月１９日　長野県・松本市総合体育館）
[男子] 小学校２年生形 2 中丸　大介(聖武会)

小学校６年生形 2 小泉　瑠寧(白山空手道会)
小学校２年生組手 3 湯田城太郎(新空会)

[女子] 小学校３年生組手 3 安部たまき(新拳館空手道教室)

（１１月９～２３日　新潟市・鳥屋野運動公園球技場ほか）
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【卓球】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第62回北信越高等学校定時制通信制総合体育大会（１０月１８～１９日　富山県・富山県総合体育センター）
[女子] 団体 2 新潟県選抜

池　　千裕(新潟翠江高校)
リーグ戦

【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２回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（３月２２日　新潟市・横越総合体育館）
[男子] シングルス

中学生の部
1 本保凌太郎（コスポ） ２－１ 田村元希（サウスウィンド）

シングルス
小学生高学年の部

1 遠藤羊太郎（サウスウィンド） ２－０ リーグ戦

シングルス
小学生低学年の部

1 小林　琉生（サウスウィンド） ２－０ リーグ戦

【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第４２回新潟県弓道選抜選手権大会（１１月２４日　新潟市）　
[男子] 個人 1 竹石　　至（愛弓会）

▼第４回北信越高等学校弓道新人大会（１２月１２～１３日　富山県射水市・大島弓道場）
[男子] 個人 3 武田　正樹（新潟江南高校）
[女子] 団体 3 新潟明訓高等学校

▼春季北信越学生弓道大会（３月５～７日　福井市・県立武道館弓道場）　
[男子] 個人 3 菅谷　伊吹（新潟大学）
[女子] 団体 2 新潟大学Ｂ

団体 3 新潟大学Ａ
個人 3 石附　美紀（新潟大学）

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第３７回全国高等学校柔道選手権大会（３月２０～２１日　東京都・日本武道館）
[男子] 個人戦60kg級 2 菅原　大斗（豊栄高校）

【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２２回新津カップ新潟県少年サッカー大会（１０月２５～２６日　秋葉区・金津金屋運動広場）
[男子] 1 アルビレックス新潟U-12 グランセナ新潟FC

▼第２２回新津カップ新潟県少年サッカー大会５年生大会（１０月２５～２６日　秋葉区・金津金屋運動広場）
[男子] 1 ジェス新潟東 kF3

▼バーモンドカップ第２５回全日本少年フットサル大会新潟県大会（３月７～８日　妙高市・妙高ふれあいパーク体育館）
[男子] 1 club F3 グランセナ新潟FC

【なぎなた】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼平成26年度新潟県高等学校秋季地区大会　第10回新潟県なぎなた競技大会兼第10回全国高等学校なぎなた選抜大会新潟兼予選会
[女子] 団体の部 1 新潟東高等学校

（小林　　周、渡辺　安美
加納　美希、石田　美波）

演技競技の部 1 新潟東高等学校
（渡辺　安美、加納　美希）

新潟東高等学校
（石田　美波、小林　　周）

【インディアカ】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第24回新潟県スポーツレクリエーション大会inあがの（１０月５日　阿賀野市・笹神体育館）
[女子] 1 秋畑 リーグ戦

▼第37回関東甲信越ブロックインディアカ大会（１１月９日　船橋市・船橋アリーナ）
[女子] 3 牡丹山クィーン 0-2 HAYATE

【ソフトボール】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県高等学校新人ソフトボール大会（１０月２５～２６日　燕市・スポーツランド燕）
[男子] 1 日本文理高等学校

▼北信越高等学校新人ソフトボール大会（１１月８～９日　福井市・スポーツ公園ソフトボール場）
[男子] 3 日本文理高等学校
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