
栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

【陸上競技】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第６６回新潟県高等学校総合体育大会（５月２４日～５月２７日　新潟市・東北電力ビッグスワンスタジアム）
[男子] １００ｍ 1 10.91 須貝　陽太郎（東京学館新潟高等学校）

２００ｍ 1 21.98 須貝　陽太郎（東京学館新潟高等学校）
４００ｍ 1 49.14 魚野　翔太（東京学館新潟高等学校）
３０００ｍＳＣ 1 9：29.64 荒木　祐哉（北越高等学校）
走幅跳 1 7ｍ06 木村　傑（巻高等学校）
砲丸投 1 14ｍ93 平尾　大也（新潟明訓高等学校） 大会新
円盤投 1 37ｍ15 五十嵐　渓斗（東京学館新潟高等学校）
4ｘ100ｍR 1 41.48 東京学館新潟高等学校

（霜鳥　佑、須貝 陽太郎、
　高橋 智哉、北原 和輝）

4ｘ400ｍR 1 3：14.32 東京学館新潟高等学校
（須貝 陽太郎、池田ブライン雅貴、
　吉田 晃樹、北原 和輝）

大会新

八種競技 1 5130点 山崎　朗生（東京学館新潟高等学校）
[女子] １００ｍ 1 12.12 前山　美優（新潟商業高等学校）

２００ｍ 1 24.72 前山　美優（新潟商業高等学校）
４００ｍ 1 55.58 出塚　千恵（新潟明訓高等学校） 大会新
８００ｍ 1 2：09.91 広田　有紀（新潟高等学校）
１００ｍＨ 1 14.22 戸田　あすか（新潟商業高等学校）
４００ｍＨ 1 59.68 西山　じゅり（新潟商業高等学校） 県高校新

大会新
走高跳 1 1ｍ64 平山　紗衣（新潟商業高等学校）
砲丸投 1 11ｍ92 長谷川　優美（東京学館新潟高等学校）
4ｘ100ｍR 1 47.28 新潟商業高等学校

（椎谷 佳奈子、前山 美優、
  田中 友海、西山 じゅり）

4ｘ400ｍR 1 3：47.12 新潟商業高等学校
（縄 亜佑実、　田中 友海、
　椎谷 佳奈子、西山 じゅり）

県新
県高校新
大会新

▼第５２回北信越高等学校陸上競技対校選手権大会（６月１４日～６月１６日　富山市・総合運動公園陸上競技場）
[男子] １００ｍ 2 10.91 須貝　陽太郎（東京学館新潟高等学校）

２００ｍ 2 21.86 須貝　陽太郎（東京学館新潟高等学校）
４００ｍＨ 2 54.11 本間　健太郎（新潟高等学校）
砲丸投 1 14ｍ69 平尾　大也（新潟明訓高等学校）
4ｘ100ｍR 1 41.59 東京学館新潟高等学校

（霜鳥　佑、須貝 陽太郎、
　高橋 智哉、峰田　昌輝）

4ｘ400ｍR 1 3:16.56 東京学館新潟高等学校
（須貝 陽太郎、池田ブライン雅貴、
　吉田 晃樹、北原 和輝）

[女子] １００ｍ 2 12.21 前山　美優（新潟商業高等学校）
２００ｍ 2 24.46 前山　美優（新潟商業高等学校）
２００ｍ 3 24.81 浅香　万由子（新潟明訓高等学校）
４００ｍ 2 55.44 出塚　千恵（新潟明訓高等学校）
４００ｍ 3 56.15 椎谷 佳奈子（新潟商業高等学校）
８００ｍ 1 2:08.42 広田　有紀（新潟高等学校）
１５００ｍ 2 4:29.41 土田　佳奈（新潟明訓高等学校）
１００ｍＨ 1 14.27 戸田　あすか（新潟商業高等学校）
１００ｍＨ 2 14.42 西山　じゅり（新潟商業高等学校）
４００ｍＨ 2 1:00.15 西山　じゅり（新潟商業高等学校）
4ｘ100ｍR 1 47.36 新潟商業高等学校

（若杉　寧々、前山 美優、
　田中 友海、西山 じゅり）

4ｘ400ｍR 1 3:43.79 新潟商業高等学校
（田中 友海、前山　美優、
　椎谷 佳奈子、西山 じゅり）

県新
北信越高校新
県高校新
大会新

▼第６６回全国高等学校陸上競技対校選手権大会（７月３０日～８月３日　大分市・大分銀行ドーム）
[女子] ２００ｍ 7 24.63 前山　美優（新潟商業高等学校）

４００ｍ 7 55.74 出塚　千恵（新潟明訓高等学校）
８００ｍ 1 2:05.65 広田　有紀（新潟高等学校） 県新

北信越高校新
県高校新

４００ｍＨ 5 1:00.81 西山　じゅり（新潟商業高等学校）
4ｘ100ｍR 7 46.54 新潟商業高等学校

（若杉　寧々、前山 美優、
　田中 友海、西山 じゅり）

北信越高校新
県高校新

4ｘ400ｍR 2 3:42.24 新潟商業高等学校
（椎谷 佳奈子、前山 美優、
　田中 友海、西山 じゅり）

県新
北信越高校新
県高校新
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▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　長岡市・長岡市営陸上競技場）
[女子] ８００ｍ 1 2:24.06 谷間　咲南（鳥屋野中学校）

１００ｍＨ 1 14.42 會津　萌実（下山中学校）
4ｘ100ｍR 1 49.49 小針中学校（根津、宮地、小林、矢尾）

▼北信越中学校総合競技大会（８月９日　石川県・石川県西部緑地公園陸上競技場）
[男子] ４００ｍ 1 51.65 菅原　亮（東石山中学校）

８００ｍ 3 2:06.87 横山　輝（関屋中学校）
走高跳 1 1ｍ83 羽田　充宏（新津第二中学校）

[女子] １００ｍ 1 12.68 矢尾　優奈（小針中学校）
１００ｍＨ 2 14.39 會津　萌実（下山中学校）
4ｘ100ｍR 1 49.18 小針中学校（根津、宮路、小林、矢尾）

▼全国中学校体育大会（８月１９日～２２日　愛知県・瑞穂公園陸上競技場）
[男子] 走高跳 4 1m91 羽田　充宏（新津第二中学校）
[女子] ２００ｍ 8 25.34 矢尾　優奈（小針中学校）

4ｘ100ｍR 4 48.86 小針中学校（根津、宮路、小林、矢尾）

【水泳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　長岡市・ダイエープロビスフェニックスプール）
[男子] ５０ｍ自由形 1 25.29 内山　海（小針中学校）

１００ｍ自由形 1 53.95 内山　海（小針中学校）
２００ｍ自由形 1 2:01.30 渡辺　武史（新津第一中学校）
１５００ｍ自由形 1 16:31.78 中川　潤（新津第一中学校）
１００ｍ平泳ぎ 1 1:08.57 緒方　健人（巻西中学校）
２００ｍ平泳ぎ 1 2:26.44 緒方　健人（巻西中学校）
２００ｍバタフライ 1 2:11.17 大滝　泰樹（藤見中学校）
２００ｍ個人メドレー 1 2:13.10 中川　潤（新津第一中学校）
４００ｍ個人メドレー 1 4:53.27 大縫　理央（曽野木中学校）
４００ｍメドレーリレー 1 4:09.38 新津第一中学校 県中新

[女子] １００ｍ自由形 1 58.92 大島　千穂（五十嵐中学校） 大会新
２００ｍ自由形 1 2:07.20 大島　千穂（五十嵐中学校） 大会新
１００ｍ平泳ぎ 1 1:15.44 河治　菜々子（巻東中学校）
４００ｍメドレーリレー 1 5:14.03 久保　美以菜（新津第一中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月９日　石川県・加賀市中央公園プール）
[男子] ５０ｍ自由形 3 25.78 内山　海（小針中学校）

１００ｍ自由形 1 54.99 内山　海（小針中学校）
１５００ｍ自由形 1 16:28.23 中川　潤（新津第一中学校）
１５００ｍ自由形 3 17:06.13 登坂　心（藤見中学校）
２００ｍ背泳ぎ 3 2:17.25 小林　京平（小針中学校）
２００ｍ平泳ぎ 3 2:26.02 緒方　健人（巻西中学校）
２００ｍバタフライ 2 2:12.36 大滝　泰樹（藤見中学校）
２００ｍ個人メドレー 2 2:13.10 中川　潤（新津第一中学校）
４００ｍリレー 3 3:54.16  小針中学校（内山、齋藤，渡辺、小林）
４００ｍメドレーリレー 3 4:17.01  藤見中学校（大滝、市川、登坂、北山）

[女子] １００ｍ自由形 2 1:00.20 大島　千穂（五十嵐中学校）
１００ｍ自由形 3 1:00.40 西山　晴香（高志中等教育学校）
２００ｍ自由形 2 2:07.78 大島　千穂（五十嵐中学校）
２００ｍ自由形 3 2:11.63 西山　晴香（高志中等教育学校）
２００ｍ背泳ぎ 3 2:25.63 渡辺　美南（下山中学校）
４００ｍリレー 3 4:13.50  五十嵐中学校（大島、大渓、堀内、岸田）

▼全国中学校体育大会（８月２１日～２３日　静岡県・静岡県立水泳場）
[男子] １００ｍ自由形 8 54.13 内山　海（小針中学校）　

１５００ｍ自由形 4 16:14.98 中川　潤（新津第一中学校）
４００ｍメドレーリレー 4 4:08.05  新津第一中学校（石崎、星山、中川、渡辺） 県中新

2



栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

▼平成25年度新潟県高等学校総合体育大会水泳競技大会（長岡市・ダイエープロビスフェニックスプール）
[女子] 200m自由形 1 2:05.85 棚辺　南（日本文理高校）

800m自由形 1 9:13.70 小黒　泰恵（新潟中央高校）
100m背泳ぎ 1 1:03.85 五十嵐　杏奈（新潟第一高校）
200m背泳ぎ 1 2:15.90 五十嵐　杏奈（新潟第一高校）
200m個人メドレー 1 2:27.56 渡辺　愛理（新潟明訓高校）
100mバタフライ 1 1:01.47 中野　未夢（長岡大手高校）
200mバタフライ 1 2:15.15 中野　未夢（長岡大手高校） 県高校新

[男子] 400m自由形 1 4:03.50 吉岡　康樹（日本文理高校） 大会新
1500m自由形 1 16:06.45 吉岡　康樹（日本文理高校） 大会新
100m平泳ぎ 1 1:05.04 坂田　匠（新潟第一高校）
200m平泳ぎ 1 2:21.06 坂田　匠（新潟第一高校）
100mバタフライ 1 55.67 熊谷　和哉（長岡大手高校）
200mバタフライ 1 2:02.45 熊谷　和哉（長岡大手高校）
800mフリーリレー

1
8:05.95

日本文理高校
（柿島大貴・唐沢薫・井塚雅也・吉岡康樹）

▼平成25年度北信越高等学校体育大会水泳競技大会（７月１９日～２１日　石川県・小松運動公園末広屋外水泳プール）
[女子] 50m自由形 3 27.12 佐藤　有里（北越高校）

100m自由形 3 58.65 佐藤　有里（北越高校）
200m自由形 1 2:06.11 棚辺　南（日本文理高校）
400m自由形 3 4:29.14 小黒　泰恵（新潟中央高校）
800m自由形 2 9:09.05 小黒　泰恵（新潟中央高校）
100m背泳ぎ 1 1:04.24 五十嵐　杏奈（新潟第一高校）
200m背泳ぎ 1 2:17.26 五十嵐　杏奈（新潟第一高校）
100m平泳ぎ 2 1:12.81 高橋　穂乃香（日本文理高校）
200m平泳ぎ 2 2:33.98 高橋　穂乃香（日本文理高校）
100mバタフライ 1 1:00.57 中野　未夢（長岡大手高校）
200mバタフライ 1 2:13.45 中野　未夢（長岡大手高校）
400mフリーリレー 1 3:57.17 長岡大手高校（中野　未夢）-第2泳者
400mメドレーリレー 1 4:17.43 長岡大手高校（中野　未夢）-第3泳者
400mフリーリレー

2 4:02.35
日本文理高校
（山岸育美・近藤瑞季・高橋穂乃香・棚辺

400mメドレーリレー
2 4:25.17

日本文理高校
（山岸育美・高橋穂乃香・棚辺南・近藤瑞

[男子] 400m自由形 2 4:04:37 吉岡　康樹（日本文理高校）
1500m自由形 3 16:00.91 吉岡　康樹（日本文理高校）
100m平泳ぎ 2 1:05.35 坂田　匠（新潟第一高校）
200m平泳ぎ 3 2:20.75 坂田　匠（新潟第一高校）
100mバタフライ 1 55.46 熊谷　和哉（長岡大手高校）
200mバタフライ 2 2:01.77 熊谷　和哉（長岡大手高校）
400mフリーリレー 2 3:36.92 長岡大手高校（熊谷和哉）-第1泳者
400mメドレーリレー 2 4:56.02 長岡大手高校（熊谷和哉）-第3泳者
400mフリーリレー

3 3:39.59
日本文理高校
（若月佑平・秋山樹・柿島大貴・吉岡康樹）

▼平成25年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会（８月１７日～２０日　長崎県・長崎市民総合プール）
[女子] 100mバタフライ 3 1:00.21 中野　未夢（長岡大手高校）

200mバタフライ 2 2:11.77 中野　未夢（長岡大手高校）
400mメドレーリレー 7 4:15.43 中野　未夢（長岡大手高校）-第3泳者

▼第36回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会（８月２６日～３０日　東京都・東京辰巳国際総合プール）
[女子] 15-16歳100mバタフライ 1 59.50 中野　未夢（長岡大手高校）

15-16歳200mバタフライ 1 2:10.38 中野　未夢（長岡大手高校）
[男子] CS200m平泳ぎ 8 2:17.27 坂田　匠（JSSジャンボ）

CS200mバタフライ 6 2:00.87 熊谷　和哉（長岡大手高校）

▼第68回国民体育大会水泳競技大会（９月１３日～１５日　東京都・東京辰巳国際総合水泳場）
[女子] 少年女子A200mバタフライ 2 2:10.73 中野　未夢（新潟県）

少年女子A400mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 4 4:11.18 新潟県（中野　未夢）-第3泳者
少年女子B100m自由形 4 57.48 棚辺　南（新潟県）

[男子] 少年A200mバタフライ 8 2:00.72 熊谷　和哉（新潟県）
少年B400m自由形 8 4:03.86 吉岡　康樹（新潟県）

【体操】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２６日　上越市・大潟体操アリーナ）
[男子] 団体 1 166.75 関屋中学校（菅井、奥平、中川、後藤）

▼北信越中学校総合競技大会（８月　石川県・金沢市総合体育館）
[男子] 団体 2 161.55 関屋中学校（菅井、奥平、中川、後藤）

【新体操】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[女子] 団体 1 10.95 山の下中学校

個人 1 20.15 山本　麻也（鳥屋野中学校）
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【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

▼平成２５年新潟県高等学校秋季体育大会アーチェリー大会（９月１４日　燕市・吉田総合体育館）
[男子] 1 1129点 細川　雅貴（敬和学園高校）

【太極拳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第21回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会（４月６、７日　兵庫県尼崎市・ベイコム総合体育館）
[男子] ジュニア太極拳２ 1 8.68 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

▼第9回北関東ブロックジュニア武術太極拳大会（９月２３日　長岡市・長岡市民体育館）
[女子] ドラゴン長拳 2位 8.41 小堺　美空（新潟市太極拳協会）

初級短器械・剣術 1位 8.38 勝山　ひかる（新潟市太極拳協会）
[男子] 初級長器械・棍術 優秀賞 8.5 山口　和起（新潟市太極拳協会）

長拳Ｂ 2位 8.48 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）
24式太極拳 優秀賞 8.7 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）
規定難度太極拳 優秀賞 8.61 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

【少林寺拳法】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第66回新潟県高等学校総合体育大会少林寺拳法大会（６月２日　三島郡出雲崎町・新潟県少林寺拳法連盟研修センター）
[男子] 新人男子組演武 1 原　朋宏・樋口　侑弥（白根高校）

男子団体演武 1 新津南高校
（山口将司・田沢文人・石塚和也・
　長谷川俊・井上拓実・渡邉成海）

[女子] 新人女子組演武 1 本間　愛菜・涌井　有希（新潟南高校）

▼平成２５年度北信越高等学校体育大会少林寺拳法大会（６月１５日～１６日　新潟市・鳥屋野総合体育館）

[男子]

男子団体演武 1 新津南高校
（山口将司・田沢文人・石塚和也・
　長谷川俊・井上拓実・渡邉成海）

男子団体演武 2 新潟東高校
（櫻澤慧・谷澤直哉・八代勇太・小田島涼・
　唐津拓斗・芳賀可南太・金内悠太・佐藤寛

[女子] 女子単独演武 2 若月　真紀（新津南高校）
女子単独演武 3 斎藤　和枝（新津南高校）
女子組演武 3 小林　美帆・樋口　夏季（新津南高校）
女子団体演武 2 新潟南高校

（佐藤さやか・平田結・山田愛子・吉川美
咲・

【ダンス】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第２６回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（８月７日～１０日　神戸市・神戸文化ホール）
[男女] 草間彌生 神戸市長賞 新潟南高等学校

－囚われし抑圧からの解放－ （天野絵美、石井采耶花、石川汀、
　石田夕希、大坂わか菜、勝山佑里奈、
　金子万葉、金子将太、轡田雪乃、
　後藤綾里、小林澪、近藤千尋、
　佐藤理香、佐野雛美、鈴木亮祐、
　玉井龍一、中川優希、長沼かおり、
　保科慶、細川夕菜、松本有香
　水谷真琴、森陽平、山田君花
　山田壮介、横尾美優紀、涌井彩華）

運命にあらがう蛹 特別賞 新潟明訓高等学校
ーおさまらぬ身体ー （新野恵理、石垣光唯、石塚紗綾彩、

　大津歩未、小熊春花、川口真紀、
　桑原比奈、小池佳菜子、小嶋夏実、
　齋籐澄香、齋籐真唯、斉藤葉、
　佐藤恵理菜、滝澤冠太、田代夢賀、
　田中彩、長谷川理化、樋浦こころ、
　樋浦瞳、宮悠介、森田美咲、山田暁）

4



栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

【登山】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第66回新潟県高等学校総合体育大会登山大会兼平成25年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会
（５月３０日～６月１日　阿賀野市・五頭山系）

[女子] 団体 最優秀校 新潟中央高等学校
（尾脇早英、宮澤陽、渡部莉帆、宮北沙織）

▼平成25年度北信越高等学校体育大会兼第25回北信越高等学校登山大会（６月１４日～１６日　福井県・経ヶ岳）
[女子] 団体 優秀校 新潟中央高等学校

（佐藤渚沙、阿部茉友、平井綾香、江部奏

【自転車】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼新潟県高等学校総合体育大会自転車競技（５月２５日　弥彦村・弥彦競輪場）
[男子] 4km速度競走 1 5分52秒40 酒井　幸一（吉田高校）

▼北信越高等学校体育大会自転車競技選手権大会（６月１４日～１６日　富山市・富山競輪場）
[男子] チーム・パーシュート 2 4分44秒679 酒井　幸一（吉田高校）

【馬術】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼北信越国体（８月２４日～２５日　三条市・三条市特設馬術競技場）
[男子] 成年男子

ｽﾋﾟｰﾄﾞ＆ﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技
2 63.49秒 國元　智史（新潟市開発公社）

[女子] 成年女子
ｾﾝﾄｼﾞ-ｮｼﾞ賞典
馬場馬術競技

1 61.578% 川瀬　絵美（新潟市馬術協会)

[男子] 成年男子
標準障害
飛越競技

4 減点４
51.89秒

國元　智(新潟市開発公社)

[男子] 少年
標準障害
飛越競技

2 JO減点7
49．84秒

渡辺　臨（新潟第一高等学校)
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【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

▼新潟県ミニバスケットボール選抜優勝大会（７月１４日～１５日　柏崎市・柏崎総合体育館）
[男子] 1 中野山レイダース 53-49 上越ミニバス教室

▼東北電力旗第２６回東北ミニバスケットボール大会（８月１２日～１３日　宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ）
[男子] 3 中野山レイダース 42-62 大宝ミニバススポーツ少年団

▼北信越中学校総合競技大会バスケットボール競技大会（８月６日～７日　金沢市・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 3 新潟市立鳥屋野中学校 32-44 野々市立布水中学校

▼第６６回新潟県高等学校総合体育大会バスケットボール競技（５月３０日～６月２日　長岡市・アオーレ長岡）
[女子] 1 新潟中央高校 79-76 東京学館新潟高校

▼平成２５年度北信越高等学校体育大会（６月１４日～１６日　富山県・富山県総合体育センター）
[男子] 3 新潟商業高校 69-58 帝京長岡
[女子] 3 新潟中央高校 87-64 北越

【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

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日、２９日　上越市・新井総合公園多目的運動広場ほか）
[男子] 1 南浜中学校 上山中学校

▼北信越中学校総合競技大会（８月６日、７日　石川県・スカイパークこまつ翼）
[男子] 3 上山中学校 速星中学校（富山） 準決

3 南浜中学校 星稜中学校（石川） 準決

【バレーボール】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　新発田市・新発田カルチャーセンターほか）
[男子] 1 下山中学校 城東中学校

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　阿賀野市・ささかみ体育館）
[女子] 1 中之口中学校 西川中学校

▼北信越中学校総合競技大会（８月８日、９日　石川県・七尾総合市民体育館）
[男子] 3 下山中学校 紫錦台中学校（石川） 準決

【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

▼北信越中学校総合競技大会（８月８日、９日　石川県・能都健民テニスコート）
[女子] 団体 3 巻東中学校 押水中学校（石川） 準決
[男子] 個人 2 河村　昌樹・田辺　達也（巻東中学校） 北本・坂下（石川・寺井中学校）

▼新潟県シングルス選手権（４月７日　白根市・白根市カルチャーセンター）
[男子] シングルス 1 西澤　諒（巻高校）

▼ハイスクールジャパンカップ新潟県予選（４月２０日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] ダブルス 1 川村　信人・星野　雄慈（北越高校）
[女子] ダブルス 1 田辺　恵理・岡村　葵（北越高校）

▼北信越選手権大会（５月１２日　上越市・上越総合運動公園テニスコート）
[男子] ダブルス 3 川村　信人・星野　雄慈（北越高校）

▼新潟県高校総体（５月２４日～２６日　長岡市・長岡市営希望ヶ丘テニス場）
[男子] ダブルス 1 川村　信人・星野　雄慈（北越高校）

団体戦 1 北越高校
[女子] ダブルス 1 田辺　恵理・岡村　葵（北越高校）

団体戦 1 北越高校

▼北信越高校選手権大会（６月１４日～１６日　長野県・南長野運動公園テニスコート）
[男子] ダブルス 3 川村　信人・星野　雄慈（北越高校）

団体戦 3 巻高校
[女子] ダブルス 1 田辺　恵理・岡村　葵（北越高校）

▼第４２回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップソフトテニス２０１３（６月２０日～２３日　札幌市・市営円山庭球場）
[男子] ダブルス 2 川村　信人・星野　雄慈（北越高校）

【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

▼JOCジュニアオリンピックカップ第６回全日本ジュニアテコンドー選手権大会（７月２８日　長野県・松本市総合体育館）
[男子] 高校生-63kg級 3 本間　政丞
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【剣道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第３８回新潟県少年少女剣道大会（８月１８日 新潟市・新潟市体育館）
[女子] 小学生低学年の部 1 新潟市剣道連盟Ａ

（先鋒：中山弥梅、中堅：小林美槻、
　大将：新宮菜月、補員：満谷美純）

決勝：上越市剣道連盟Ａ

小学生高学年の部 1 新潟市剣道連盟Ａ
（先鋒：中村美空、中堅：和田飛鳥、
　大将：田畑百恵、補員：山田美咲）

決勝：中之島剣道会

[男子] 小学生高学年の部 1 新潟市剣道連盟Ｂ
（先鋒：加藤一樹、次鋒：丸山大輝、
　中堅：杉村　睦、副将：本間大暉、
　大将：倉石隼輔、補員：小林広大）

決勝：魚沼市剣道連盟

[女子] 中学生の部 1 新潟市剣道連盟Ａ
（先鋒：稲田菜美、次鋒：若狭愛梨、
　中堅：石黒　悠、副将：永野万智、
　大将：村山直織、補員：八尾坂栞）

決勝：上越市剣道連盟Ａ

[男子] 中学生の部 1 新潟市剣道連盟Ａ
（先鋒：祐木鉄平、次鋒：斉藤　聡、
　中堅：小林奏太、副将：小野寺輝、
　大将：野瀬大輔、補員：星野　岳）

決勝：三島剣道連盟

▼第３４回北信越中学校総合競技大会剣道大会（８月７日　石川県・一本松総合運動公園体育館）
[男子] 団体戦 3 新潟市立小針中学校

（先鋒：草飼　涼、次鋒：西山寛人、
　中堅：小林奏太、副将：渋木恵梧、
　大将：木本晋作、補員：吉川颯真、
　補員：高橋徹太）

１－３ 準決勝：小池中学校

[女子] 個人戦 2 山中　秋乃（小針中学校） ０－１ 決勝：嶋田（山室中学校）
[女子] 個人戦 5 新保　珠央（小針中学校） ０－１ 準々決勝：小川（燕中学校）

▼第６６回新潟県総合体育大会剣道大会（５月３０日～６月２日　三条市・三条市総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校

（新飯田悠太、熊倉　茂喜、
　中沢　祥太、増井龍太郎、
　早川　郁也、青山　恭大、
　武藤　奎太）

[女子] 団体 1 新潟商業高校
（熊谷　真純、相田真奈美、
　大塩　綾子、藤澤里佳子、
　深口　佳奈、白井　瑞希、
　河田　茜）

[男子] 個人 1 井上　謙二郎（新潟第一高校）
[女子] 個人 1 熊谷　真純（新潟商業高校）

▼第５１回北信越高等学校剣道大会（６月１４～１６日　福井県・敦賀市総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟商業高校

（江口　脩哉、岩倉仙太郎、
　山田　洋睦、皆川　佳祐、
　皆川　健太、菊崎　将史、
　皆川　辰也）

[女子] 団体 1 新潟商業高校
（熊谷　真純、相田真奈美、
　大塩　綾子、藤澤里佳子、
　深口　佳奈、白井　瑞希、
　河田　茜）

2 河田　茜（新潟商業高校）
3 熊谷　真純（新潟商業高校）

▼第６０回全国高等学校剣道大会（８月６日～９日　佐賀県・佐賀県総合体育館）
[女子] 団体 8 新潟商業高校

（熊谷　真純、相田真奈美、
　大塩　綾子、藤澤里佳子、
　深口　佳奈、白井　瑞希、
　河田　茜）

7



栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　上越市・上越市総合体育館）
[男子] 団体 1 白根第一中学校 大形中学校

５０㎏級 1 紫竹玲央奈（早通中学校） 市村　智志（笹神中学校）
５５ｋｇ級 1 湯坐　耀平（上山中学校） 坂爪　泰樹（新津第一中学校）
７３ｋｇ級 1 村上　脩（藤見中学校） 宮澤　晃生（舟栄中学校）

[女子] ４０㎏級 1 山田　留英（巻東中学校） 丸山　果子（長岡東中学校）
４８ｋｇ級 1 瀧澤　明希（亀田中学校） 吉田加奈子（白根第一中学校）
５２ｋｇ級 1 加藤　有華（藤見中学校） 松澤　杏南（白根第一中学校）
５７ｋｇ級 1 杵渕　萌（白根第一中学校） 金子　美優（長岡東中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月９日　石川県・松任総合運動公園体育館）
[男子] ５５ｋｇ級 3 湯坐　耀平（上山中学校） 茂木（長野・軽井沢） 準決

７３ｋｇ級 3 宮澤　晃生（舟栄上山中学校） 利根（福井・福井工大福井） 準決
９０ｋｇ級 3 丸山　晃志（白根第一上山中学校） 伊藤（富山・小杉） 準決

[女子] 団体 3 白根第一中学校 小杉（富山） 準決
４０㎏級 3 山田　留英（巻東上山中学校） 鳥山（長野・明善） 準決
４８ｋｇ級 3 瀧澤　明希（亀田上山中学校） 中川（石川・南部） 準決
５７ｋｇ級 3 杵渕　萌（白根第一上山中学校） 高橋（富山・津沢） 準決
７０ｋｇ級 3 島　瑞祐希（白根第一上山中学校） 井澤（富山・小杉） 準決

▼北信越高等学校総合体育大会柔道大会（６月１５・１６日　福井市・福井県立武道館）
[男子] ６０㎏級 1 磯部　宜志(豊栄高校）

６０㎏級 3 市村　和志（豊栄高校）
９０㎏級 3 安井  司（豊栄高校）
１００㎏級 1 サーワーワジャハット（豊栄高校）

[女子] ６３㎏級 3 砂井　有紀（日本文理高校）
７８㎏級 3 中村　星河（新潟第一高校）
７８㎏級㎏超級 3 柴野　亜美（帝京長岡高校）
７８㎏級㎏超級 3 原  広夢（日本文理高校）

【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第６８回国民体育大会（９月３０日　東京都・小金井公園弓道場）
[男子] 少年男子遠的 4 新潟県（加藤　響　新潟江南高校） 33-36 3位決定戦敗退

▼平成２５年度第６４回県下弓道新発田大会（４月２９日　新発田市・新発田カルチャーセンター）
[女子] 一般女子 1 鈴木　京子（一箭会） 8射8中

【相撲】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　新潟市・曽根神社境内相撲場）
[男子] 軽量級 1 中島　凛凱（五十嵐中学校） 大橋　廉（曽野木中学校）

中量級 1 川田　大介（金津中学校） 中山　航希（黒崎中学校）

▼第３４回北信越中学校総合競技大会（８月７日　石川県・津幡町常設相撲場）
[男子] 中量級 2 川田　大介（金津中学校）

【テニス】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県高等学校総合体育大会テニス競技（５月３１日～６月２日　南魚沼市・大原運動公園）
[女子] ダブルス 1 佐藤　由唯・福田　あずみ（新潟高校） ６－３ 粉川・吉原（新潟第一高校）

▼国民体育大会新潟県選考会（７月６日～７日　南魚沼市・大原運動公園）
[女子] シングルス 1 粉川　友花（新潟第一高校）

▼第36回全国選抜高校テニス新潟県大会（９月１４日～１５日　南魚沼市・大原運動公園）
[女子] 団体 1 新潟第一高校 ３－１ 長岡高校

▼新潟県高等学校テニス選手権大会（９月２１日～２２日　南魚沼市・大原運動公園）
[女子] シングルス 1 粉川　友花（新潟第一高校） ８－４ 長束実紀（開志学園高校）

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

関屋中学校（菅井、奥平、中川、後藤）
▼第５６回JABA選抜新潟大会（５月２日～４日　新潟市・ハードオフエコスタジアム）
[男子] 社会人野球 1 バイタルネット １-０ 東海理化

関屋中学校（菅井、奥平、中川、後藤）
▼第８４回都市対抗１次新潟大会（５月１６日～１９日　新潟市・鳥屋野球場）
[男子] 社会人野球 1 バイタルネット ９-１ 新潟コンマーシャル

▼第３８回全日本クラブ１次新潟大会（６月２９日～３０日、７月６日～７日　新潟市・鳥屋野球場）
[男子] 社会人野球 1 オール飯豊 ５-４ 野田サンダーズ

▼第３９回日本選手権北信越大会（９月１４日～１７日　新潟市・ハードオフエコスタジアム）
[男子] 社会人野球 1 バイタルネット ６-０ 伏木海陸運送
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栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

【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

▼新潟県総合体育大会ボクシング競技（６月１日～４日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 1 加藤　裕太（巻総合高校）

フライ級 1 平原　一馬（巻総合高校）
バンタム級 1 中村　玄貴（巻総合高校）
ライト級 1 田澤　風馬（新潟向陽高校）
ライトウェルター級 1 野口　大貴（新潟青陵高校）
ウェルター級 1 大森　翼（巻総合高校）
ミドル級 1 小倉　海（新潟向陽高校）

▼北信越総合体育大会（６月１４日～１６日　金沢市・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子]   Aパートライトフライ級 1 加藤　裕太（巻総合高校）

 Aパートフライ級 1 平原　一馬（巻総合高校）
 Aパートバンタム級 1 中村　玄貴（巻総合高校）
 Aパートライト級 1 田澤　風馬（新潟向陽高校）

 Aパートライトウェルター級 1 野口　大貴（新潟青陵高校）
 Aパートウェルター級 2 大森　翼（巻総合高校）
 Aパートミドル級 2 小倉　海（新潟向陽高校）
  Bパートピン級 1 桑原　功輝（巻総合高校）
  Bパートライトフライ級 1 北村　勇気（新潟南高校）
 Bパートフライ級 2 加藤　大地（新潟北高校）
 Bパートバンタム級 1 大沢　泰祐（新潟江南高校）
 Bパートライト級 1 田中　大地（関根学園高校）

 Bパートライトウェルター級 1 大矢　健太（新潟向陽高校）
 Bパートウェルター級 1 勝良　優太（新潟南高校）

Bパートミドル級 1 大浦　優陽（長岡農業高校）
▼北信越国民体育大会（８月２３日～２５日　新潟市・新潟南高校）
[男子]  少年フライ級 1 加藤　裕太（巻総合高校）

 少年バンタム級 1 中村　玄貴（巻総合高校）
 少年ライト級 1 田澤　風馬（新潟向陽高校）
 少年ウェルター級 1 大森　翼（巻総合高校）
 少年ミドル級 3 勝良　優太（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

▼平成２５年度第６６回新潟県高等学校総合体育大会（５月２４～６月１日　新潟市・新潟市陸上競技場ほか）
[男子] 1 新潟工業高等学校 新発田高等学校

▼平成２５年度第３５回北信越高等学校総合体育大会（６月１５日～１６日　福井県・小浜市総合運動場陸上競技場）
[男子] A2 新潟工業高等学校 長野県立岡谷工業高等学校

▼平成２５年度秋季交流会（４月２７日　秋葉区・新津親水広場）
[男女] ミニ（小学生） 1 新潟ＪｒＲＳＡ ３勝０敗 新発田、新津、中条

▼平成２５年度秋季高澤杯交流会（９月２１日～２３日　新潟市・太夫浜球技場）
[男女] ミニ（小学生） 1 新潟ＪｒＲＳＡ ３勝０敗 西蒲、新津、新発田

▼平成２５年度春季ジュニア交流会（４月２７日　秋葉区・新津親水広場）
[男子] ジュニア（中学生） 1 新潟ＪｒＲＳ ２勝０敗 新津、新発田

▼平成２５年度秋季ジュニア交流会（９月２１日　新潟市・太夫浜球技場）
[男子] ジュニア（中学生） 1 新潟ＪｒＲＳ ２勝０敗 新津、新発田

▼平成２５年太陽杯ジュニアラグビー県大会（５月４日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] ジュニア（中学生） 1 新潟ＪｒＲＳ ２勝０敗 新津、新発田

▼平成２５年度セブンス・ニイガタ（４月２９日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 社会人・大学生 1 新潟アイビスクラブ ５勝０敗 決勝　ブレーカーズ

【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

▼第６６回新潟県高等学校総合体育大会（６月２日　新潟市・みどりと森の運動公園）
[男子] 1 日本文理高校 リーグ戦

１３－６
１１－１

西新発田
中越

▼第２３回北信越高等学校男子ソフトボール大会（６月１５～１６日　新潟市・みどりと森の運動公園）
[男子] 1 日本文理高校 ８－０

３－２
１０－９

1回戦：福井南（福井）
準決勝：野々市明倫（石川）
決勝：富山工業（富山）

▼第８回北信越ハイシニア新潟県予選会（８月３日　上越市・高田公園ソフトボール場）
[男子] 1 新潟ＳＳハイシニア ２勝 ７－０けいせつ

８－７三条清流
リーグ戦

▼第３２回北信越レディース新潟県予選会（８月３１日　上越市・髙田公園ソフトボール場）
[女子] 1 新潟モンスターズソフトボールクラブ ２勝 ９－８　燕秋桜

１４－１アルプス
リーグ戦
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栄光の記録（第３１号） 平成２５年４月～９月

【空手】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第２９回新潟県少年少女空手道選手権大会兼第１３回全日本少年少女空手道選手権大会新潟予選会
   　　　　　　　　　　　　　兼第８回北信越小中学生空手道選手権大会新潟予選会（６月２日　五泉市・五泉市総合体育館）
[女子] 小学１年生形 3 佐藤　茜（ヨーク聖武会）

小学１年生組手 3 辻　青空（空手道新潟西少年団）
小学２年生形 1 塩路　和日菜（ヨーク聖武会） 全日本出場

[男子] 小学４年生組手 3 長川　歩夢（南万代空手道ｽﾎﾟｰﾂ少年団）
小学５年生形 2 小泉　瑠寧（白山空手道会） 全日本出場

[女子] 小学６年生組手 3 佐藤　美和（白鷹会）

▼第６８回国民体育大会空手道競技新潟県２次予選会（６月２３日　三条市・下田体育館）
[男子] 成年男子組手　　　　 1 阿部　裕治（江風会） 国体出場
[女子] 成年女子形 1 杉田　萌乃（新潟大学医学部） 国体出場

▼第３４回北信越国民体育大会空手道競技会（７月２１日　燕市・燕市総合体育館）
[男子] 少年男子形 2 佐伯　哲（新潟第一高校）
[女子] 少年女子形 2 馬場　ひかる（新潟第一高校）
[男女] 団体戦組手 1 江風会
[女子] 一般女子形 1 杉田　萌乃（新潟大学医学部）

少年女子形 1 馬場　ひかる（新潟第一高校）
一般女子           1 齋藤　朋子（新潟大学医学部）

[男子] 男子団体組手 1 新潟第一高校 IH出場
男子個人組手 2 篠原　寛弥（新潟高校） IH出場
男子個人形 2 佐伯　哲（新潟第一高校） IH出場

[女子] 女子個人形 2 馬場　ひかる（新潟第一高校） IH出場
[男子] 男子団体組手 3 新潟第一高校
[女子] 女子個人形 2 馬場　ひかる（新潟第一高校）

【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１８回新潟県バウンドテニス選手権兼第３１回全日本バウンドテニス選手権大会予選

[男子] ダブルス・フリー 1 豊島　献・小林　直樹 棄権 石崎　守彦・高橋　彰人
ダブルス・ミドル 1 川島　朝臣・吉越　光彦 ５－２ 高井　宏・羽二生　誠
ダブルス・シニア 1  稲田　忍橘　敏男 ４－２ 遠山　恒夫・今井　宏一
シングルス・フリー 1 小林　直樹 ５－３ 川島　朝臣
シングルス・ミドル 1 豊島　献 ５－３ 金子　吉之助

[女子] ダブルス・シニア 1  黒川　美枝子山田　加代子 ４－３ 佐久間　マサ子・丸山　玲子
シングルス・フリー 1 本保　純子 ５－３ 小林　玲子
シングルス・ミドル 1 遠山　ゆみ子 ５－１ 若穂囲　ヒサイ

▼第３１回全日本バウンドテニス選手権大会（東京都・東京体育館）
[男子] ダブルス・ミドル ﾍﾞｽﾄ8 川島　朝臣・吉越　光彦 ２－５ 河野　宏・坂根　秀行

▼第９回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会（９月８日　富山県・滑川市総合体育センター）
[男子] ダブルス・シニア 2 鈴木　幸治・羽二生　誠 １－４ 斉藤　晴一・林　茂樹

シングルス・フリー 2 豊島　献 ４－５ 飯田　実
シングルス・フリー 3 川島　朝臣 １－５ 飯田　実
シングルス・シニア 2 遠山　恒夫 ０－４ 前出　和博

【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35回東日本軟式野球大会(1部)新潟県予選会（４月１３～１４日　新潟市・鳥屋野野球場）
[男子] 1 新津クラブ ７ｘ－１ (株)大光銀行

▼第35回東日本軟式野球大会(2部)新潟県予選会（４月１３～１４日　五泉市・五泉市営野球場）
[男子] 1 山ノ下納豆ＢＣ ５－２ ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＣＥ

▼高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会(1部)新潟県予選会（６月１～２日　加茂市・七谷野球場）
[男子] 1 ＳＢＴ豊栄 ８－２ 水原ドジャース

▼高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会(1部)北信越ブロック予選会（７月６～７日　長野県・長野県営野球場）
[男子] 1 ＳＢＴ豊栄 ４－３ ブレーブス

▼高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会(2部)新潟県予選会（６月８～９日　小千谷市・小千谷市白山運動公園野球場）　
[男子] 1 蒲原ガス(株) ５－２ 太平洋ＢＣ

▼高松宮賜杯第57回全日本軟式野球大会(2部)北信越ブロック予選会（７月６日　上越市・高田運動公園野球場）
[男子] 1 蒲原ガス(株) ２ｘ－０ 織田クラブ

▼天皇賜杯第68回全日本軟式野球大会新潟県予選会（７月１４～１５日　阿賀野市・水原野球場）
[男子] 1 北陸ガス株式会社 ２ｘ－０

▼第58回中部日本都市対抗軟式野球大会（十日町市・十日町市総合公園野球場）
[男子] 1 新潟信用金庫 ５－１ 湯之谷クラブ

（４月１４日　新潟市・北地区スポーツセンター）
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【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１４回全国小学生Ａ・Ｂ・Ｃバドミントン大会新潟県予選会（５月６日　五泉市・五泉市総合体育館）
[男子] シングルスＡクラス 1 武田　航太（はちみつＪｒ）
[女子] シングルスＡクラス 1 石井　亜海（小野Ｊｒ）

シングルスＢクラス 1 遠藤　愛加（はちみつＪｒ）
シングルスＣクラス 1 川田　百華（白根エンゼルス）

▼第２９回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟県予選（６月１日　新潟市・亀田総合体育館）
[男子] 団体 1 はちみつＪｒ
[女子] 団体 1 小野Ｊｒ

▼第２４回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会　新潟県予選シングルスの部（６月３０日　柏崎市・柏崎市総合体育館）
[男子] ５年生シングルス 1 武田　航太（はちみつＪｒ）
[女子] ６年生シングルス 1 石井　亜海（小野Ｊｒ）

５年生シングルス 1 長谷川　未来（小野Ｊｒ）
４年生シングルス 1 目崎　舞桜（小野Ｊｒ）
２年生シングルス 1 笹川　凛（白根エンゼルス）

▼第２９回若葉カップ全国小学生バドミントン大会（８月２日～５日　京都府・長岡京市西山公園体育館）
[女子] 団体 5 小野Ｊｒ

▼第１４回全国小学生Ａ・Ｂ・Ｃバドミントン大会（８月１７日～１８日　熊本県・八代市総合体育館）　
[女子] シングルスＡクラス 5 石井　亜海（小野Ｊｒ）

▼第２４回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会　新潟県予選ダブルスの部（８月３１日　阿賀野市・ささかみ体育館）
[男子] ５年生ダブルス 1 後藤　空、土田　琉聖（はちみつＪｒ）

４年生ダブルス 1 片桐　想叶、野瀬山　優心（白根エンゼルス）
[女子] ６年生ダブルス 1 大竹　望月、諸橋　愛梨（新津ジュニア）

▼ヨネックス杯争奪第３２回新潟県小学生バドミントン大会（９月２８日　長岡市・長岡市民体育館）
[男子] シングルスＡクラス 1 武田　航太（はちみつＪｒ）
[女子] シングルスＡクラス 1 石井　亜海（小野Ｊｒ）

シングルスＢクラス 1 目崎　舞桜（小野Ｊｒ）
ダブルスＡクラス 1 大竹　望月、諸橋　愛梨（新津ジュニア）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２５日、２６日　上越市・上越市総合体育館）
[男子] シングルス 1 後藤　匠（東新潟中学校） 小林（岩室中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月６日、７日　石川県・松任総合運動公園体育館）
[男子] ダブルス 3 大那慎・小林隆作（白根第一中学校） 堂本・福原（石川・中能登中） 準決

▼第６６回新潟県高等学校総合体育大会　兼　平成２５年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会女子バドミントン競技大会

[女子] 学校対抗 1 新潟青陵高校 ３－０ 北越高校
個人戦ダブルス 1 新潟青陵高校（北上詩歩・桑原花菜） ２－０ 五十嵐里絵・佐野万柚子（北越高校）
個人戦シングルス 1 北上　詩歩（新潟青陵高校） ２－１ 阿部英（東京学館新潟高校）

▼第６６回新潟県高等学校総合体育大会　兼　平成２５年度全国高等学校総合体育大会新潟県予選会男子バドミントン競技大会

[男子] 学校対抗 1 北越高校 ３－１ 佐渡高校
個人戦シングルス 1 池田　拓馬（北越高校） ２－０ 長谷川大地（北越高校）

▼平成２５年度北信越高等学校体育大会バドミントン競技大会（６月１５日～１６日　金沢市・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 学校対抗 3 北越高校 １－３ 高岡第一高校
[女子] 学校対抗 3 新潟青陵高校 ０－３ 富山国際大学付属高校

▼第２９回新潟県高校１・２年生バドミントン大会（８月１８日～１９日　上越市・リージョンプラザ上越）
[男子] ダブルス 1 三輪海成・高山拓海（北越高校） ２－０ 石井貴大・小林勇登（北越高校）

シングルス 1 川崎泰輝（北越高校） ２－０ 高見健太朗（新潟東高校）
[女子] ダブルス 1 風間瑠菜・佐藤璃奈（新潟青陵高校） ２－１ 長島沙保・長島沙耶（小千谷西高校）

シングルス 1 坂井陽（新潟青陵高校） ２－１ 鴨下希穂（新潟青陵高校）

【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２回アジアユース大会フェンシング競技（８月１９日～２１日　中国・南京市）
[男子] エペ 3 古俣　聖（新潟第一高校）

▼平成２５年度全国高等学校総合体育大会フェンシング競技（８月６日　大分県・日田市総合体育館）
[女子] エペ 1 古俣　潮里（新潟高校）

フルーレ 4 古俣　潮里（新潟高校）

（５月３１日～６月２日　新潟市・鳥屋野総合体育館）

（５月２４日～２６日　新発田市・新発田市カルチャーセンター　サンビレッジ新発田）
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