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【陸上競技】

【陸上競技】【陸上競技】

【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６８回国民体育大会（１０月４日～８日　東京都・味の素スタジアム）

[女子] 少年少女Ａ１００ｍＨ 5 14.16 西山　じゅり（新潟商業高校）

少年少女Ｂ１５００ｍ 7 4.25.52 土田　佳奈（新潟明訓高校）

少年少女Ｂ走幅跳 7 5m61 若杉　寧々（新潟商業高校）

▼日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会（１０月１８～２０日　愛知県・瑞穂公園陸上競技場）

[女子] ジュニア４００ｍＨ 2 1.00.06 西山　じゅり（新潟商業高校）

ジュニア１００ｍＨ 5 14.21 戸田　あすか（新潟商業高校）

【水泳】

【水泳】【水泳】

【水泳】

性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第５５回日本選手権（２５ｍ）　２月１５～１６日　東京都・東京辰巳国際水泳場）

[女子] ２００ｍバタフライ 8 2分10秒11 中野　未夢（アクシー東）

▼第３６回全国ＪＯ杯春季　３月２７～３０日　東京都・東京辰巳国際水泳場）

[男子] Ｂ男子５０ｍ自由形 7 29秒05 大道　淳希（ＪＳＳジャンボ）

Ｃ男子５０ｍ自由形 5 25秒65 石崎　陽介（ダッシュ新津）

ＣＳ１５００ｍ自由形 8 15分26秒61 吉岡　康樹（アクシー東）

[女子] Ｃ女子５０ｍバタフライ 7 28秒71 斉藤　菜帆（ＪＳＳジャンボ）

Ｅ女子１００ｍバタフライ 1 58秒96 中野　未夢（アクシー東）

Ｅ女子２００ｍバタフライ 1 2分07秒23 中野　未夢（アクシー東）

Ｅ女子４００ｍ

　　　個人メドレー

7 4分45秒15 中野　未夢（アクシー東）

【サイクリング】

【サイクリング】【サイクリング】

【サイクリング】

性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

摘要摘要

摘要

▼第１５回ちくさ高原ヒルクライム（１０月２０日　兵庫県・ちくさ高原スキー場）

[男子] MTB男子年齢区分なし 3 1時間06分24秒959 小出　正明（Charico）

▼ヒルクライムチャレンジシリーズ２０１３第２回養父ハチ高原大会（１１月１０日　兵庫県・東鉢スキー場）

[男子] MTB男子年齢区分なし 1 23分23秒 小出　正明（Charico） 大会２連覇

大会２連覇大会２連覇

大会２連覇

【少林寺拳法】

【少林寺拳法】【少林寺拳法】

【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

摘要摘要

摘要

▼第２３回新潟県武術太極拳選手権大会（２月２３日　新潟市・西総合スポーツセンター）

[男子] ２４式太極拳Ｂ 1 8.8 山口勝巳（豊栄太極拳協会）

[女子] ジュニア太極拳 1 8.36 小林杏奈（新潟市太極拳協会）

[男子] カンフー体操 1 8.41 外山颯一郎（新潟市太極拳協会）

初級長拳 1 8.55 中村健太（新潟市太極拳協会）

長拳Ｂ 1 8.66 宮尾宙尚（新潟市太極拳協会）

拳術器械 1 8.6 宮尾宙尚（新潟市太極拳協会）

自選楊式・陳式・孫式 1 8.68 渡辺賢周（物見山太極拳サークル）

規定難度太極拳 1 8.75 宮尾宙尚（新潟市太極拳協会）

[女子] 自選４８式・８８式 1 8.6 佐藤小百合（豊栄太極拳協会）

【スキー】

【スキー】【スキー】

【スキー】

性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

摘要摘要

摘要

▼第３６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] 小学生女子GS 1 1'36"66 渡辺　彩海（新潟市ジュニアスキーチーム）

少年女子GS 1 1'24"26 伊藤　茜（北越高校・新潟市JST）

[男子] 小学生男子GS 1 1'23"69 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

[女子] 小学生女子SL 1 2'09"23 渡辺　彩海（新潟市ジュニアスキーチーム）

少年女子SL 1 1'41"10 伊藤　茜（北越高校・新潟市JST）

一般女子SL 1 1'49"77 阿部　ひかり（石山中・新潟市JST）

[男子] 小学生男子SL 1 1'47"14 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

▼第６５回下越選手権大会（２月８～９日　胎内市・胎内スキー場）

[男子] K1男子SL 1 1'10"86 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

K2男子SL 1 1'09"08 星野　京旺（鳥屋野中・新潟市JST）

▼第３０回下越ジュニア大回転（２月９日　胎内市・胎内スキー場）

[男子] キッズ2男子GS 1 1'56"03 佐々木　心（新潟市ジュニアスキーチーム）

K1男子GS 1 1'33"50 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

K2男子GS 1 1'29"45

▼第３４回ドコモカップ新潟県ジュニア選手権（３月２７～２８日　南魚沼市・上越国際スキー場）

[男子] K1男子GS 1 2'02"70 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

K1男子GS 1 2'04"15 富森　莞太（新潟市ジュニアスキーチーム）

▼第７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] ４５歳代 1 52"85 窪田　勝博（新潟スキー協会）
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栄光の記録（第３２号）栄光の記録（第３２号）

栄光の記録（第３２号） 平成２５年１０月～平成２６年３月
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【ボウリング】

【ボウリング】【ボウリング】

【ボウリング】

性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

摘要摘要

摘要

▼第５８回国民体育大会（９月２９～１０月３日　東京都・東大和グランドンボウル）

[男子] 少年個人戦 5 金子　猛（新津南高校）

【ダンス】

【ダンス】【ダンス】

【ダンス】

性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

摘要摘要

摘要

▼第６６回全国中学校・高等学校ダンスコンクール（１１月２３日　東京都・メルパルクホールＴＯＫＹＯ）

[女子] 団体 ﾍﾞｽﾄ6 新潟中央高校

（熊倉、小池、小杉、鈴木、田頭、

　中野、長谷川、前川、吉澤、渡部、

　石井、小柳、風間、神田、北見、

　後藤、小戸田、島田、竹内、武田、

　町屋、八木、山口、山田、湯井、

　和田）
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栄光の記録（第３２号）

栄光の記録（第３２号）栄光の記録（第３２号）

栄光の記録（第３２号） 平成２５年１０月～平成２６年３月

平成２５年１０月～平成２６年３月平成２５年１０月～平成２６年３月

平成２５年１０月～平成２６年３月

【ソフトテニス】

【ソフトテニス】【ソフトテニス】

【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

▼第29回堀川杯秋季レディース大会（１０月３日　新潟市・新潟市庭球場）

[女子] すみれB 1

田村美奈子（秋葉クラブ）

小柳真弓　（加茂クラブ）

宮坂千恵子（荒川ｿﾌﾄﾃﾆｽ）

磯部雪美　（荒川ｿﾌﾄﾃﾆｽ）

ゆりB 1

須貝つや子（アップルクラブ）

小川恵子 （荒川ソフトテニス）

関根一枝（村上クラブ）

髙橋勝子（村上クラブ）

ふじ 1

山田喜代子（火曜会）

舟久保光子（火曜会）

松本瑠美子（木よう会）

片桐徳子　（火曜会）

▼秋季新潟県選手権（１０月１３日　新潟市・新潟市庭球場）

[男子] 男子 1

森山将貴（新潟トキめきクラブ)

新倉裕二（新潟トキめきクラブ）

佐藤　勲（新潟トキめきｸﾗﾌﾞ）

真島康史（新潟トキめきｸﾗﾌﾞ）

男子50歳以上 1

太田孝二（秋葉クラブ）

若林　功（TDN）

今井康弘（交友クラブ）

山寺律雄（交友クラブ）

男子55歳以上 1

髙橋啓二（新潟百歳会）

小川　伸（新潟百歳会）

西脇範明（S.T.H）

木嶋弘明（S.T.H）

男子60.65歳 1

上野　敏（上越ソフトテニスクラブ）

髙野利之（交友クラブ）

桐生　進（クラレ新潟）

斎藤健一（クラレ新潟）

[女子] 女子50.55歳 1

藤崎直子（火曜会）

浜田百合（火曜会）

斉藤みよ子（村上クラブ）

益田とも子（村上クラブ）

▼県インドア選手権大会兼北信越県予選会（１１月２４日　五泉市・五泉市総合会館）

[男子] 1

森山将貴（新潟トキめきクラブ）

新倉裕二（新潟トキめきクラブ）

本保　匠（北越高等学校）

鈴木健人（巻高等学校）

[女子] 1

渡辺朋恵（巻クラブ）

小林優美（青山学院大学）

前山知香（三條ETC）

清水有紀（三條ETC）

▼都道府県対抗全日本中学生大会県予選会（１１月３０日　五泉市・五泉市総合会館）

[女子] 1

鈴木愛香（巻東中学校）

石井亜実（巻東中学校）

保科　葵（千田中学校）

山崎優花（千田中学校）

【バドミントン】

【バドミントン】【バドミントン】

【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回全国小学生バドミントン選手権大会（１２月２１～２５日　山形県・山形県体育館）

[男子]

男子シングルス

５年生以下

5 目崎　駿太郎（小野Jr）

女子シングルス

５年生以下

5 長谷川　未来（小野Jr）

女子ダブルス

５年生以下

5 藤田　凛（はちみつJr)

遠藤　愛加（はちみつJr）

【テコンドー】

【テコンドー】【テコンドー】

【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７回全日本テコンドー選手権大会（３月２日　姫路市・兵庫県立武道館）

[女子] -49kg 3 佐久間　凪（新潟東支部）

【フェンシング】

【フェンシング】【フェンシング】

【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68回国民体育大会フェンシング競技（１０月４～７日　東京都・台東リバーサイドスポーツセンター）

[男子] 成年男子エペ 1

新潟県チーム

（笠原崇弘・佐々木瞭・北村直之）

▼第２１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１０～１３日　東京都・駒沢オリンピック公園体育館）

[女子] ジュニア女子エペ 2 古俣　潮里（新潟高校）

カデ女子サーブル 3 小林　かなえ（新潟商業高校）

▼ヨーロッパカデサーキット（１月２５～２６日　ロンドン）

[女子] カデ

女子サーブル団体

2

日本チーム

小林　かなえ（新潟商業高校）

【アイスホッケー】

【アイスホッケー】【アイスホッケー】

【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

▼2013-14 アジアリーグサテライト J-Ice Central（１１月９日～１２月７日　上越市・リージョンプラザ上越ほか）

[男子] 3 新潟県代表（新潟市から５名） 石川・富山・長野・静岡

▼三笠宮賜杯第６２回中部日本アイスホッケー競技大会（２月２２・２３日　新潟市・新潟旭アレックスアイスアリーナ）

[男子] 1 新潟県代表（新潟市から５名） ４－１ 長野県代表
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栄光の記録（第３２号） 平成２５年１０月～平成２６年３月
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【剣道】

【剣道】【剣道】

【剣道】

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２９～１０月１日　東京・東京武道館）

[女子] 団体 3 新潟商業高校

（相田真奈美、大塩綾子、河田茜、

　熊谷真純、深口佳奈、白井瑞季）

[男子] 団体少年男子 5 新潟県

江口脩哉（新潟商業）、菊埼将史（新潟商業）

井上謙二郎（新潟第一）、熊倉茂喜（新潟明訓）

新飯田悠太（新潟明訓）

【テニス】

【テニス】【テニス】

【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１８・１９日　新潟市・マリンブルーＴＳ）

[男子] 一般（４１） 1 結城慎之介（東京学館新潟） ８－３ 阿部竜仁（東京学館新潟）

３５歳以上（１０） 1 小柳良生（ジャンボＩＴＳ） ８－５ A.コーデル（KAZAMA.TA）

６５歳以上（７） 1 福本順三郎（ファミリーＩＴＣ） ８－０ 山本　馨（ササキTC）

▼新潟県室内テニス選手権大会タブルスの部（２月１・２日　新潟市・マリンブルーTS）

[男子] 一般（３９） 1 鍋島健太朗（テニスステーション新潟）

保科　慶（東京学館新潟）

８－５ 小林佑介（ファミリーITC）

結城慎之介（東京学館新潟）

[女子] 一般（３６） 1 田中泰子（三条ファミリーTC）

朝妻夕日（TEAM.E）

８－３ 風間亜希子（KAZAMA.TA）

長束実紀（KAZAMA.TA）

[男子] ３５歳以上（５） 1 丸山　茂（ゴーゴーズ）

小池貴弘（アピアITC）

８－４ 佐藤泰司（ザテニスステージ）

奥山宣英（第四銀行TC）

４５歳以上（５） 1 加藤直樹（テニスステーション新潟）

岩月大輔（三条ファミリーTC）

９－８ 岩崎　毅（マリンブルーTS）

霜鳥恵一（吉田TC）

５５歳以上（６） 1 伊藤吉蔵（ファミリーＩＴＣ）

入山いおり（ファミリーＩＴＣ）

８－５ 大橋慎吉（ファミリーITC）

山田義正（三菱ガス化学TC）

６５歳以上（３） 1 福本順三郎（ファミリーITC）

山本　馨（ササキTC）

リーグ戦

２勝０敗

富島久夫（T&S新発田ITS）

松永　喬（ファミリーITC）

【ボクシング】

【ボクシング】【ボクシング】

【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５８回国民体育大会（１０月４日～８日　東京都・日野市市民の森ふれあいホール）

[男子] 少年ライト級 5 田澤　風馬（新潟向陽高校）

少年ウェルター級
5 大森　翼（巻総合高校）

少年バンタム級 5 中村　玄貴（巻総合高校）

少年

ライトウェルター級
5 野口大貴（新潟青陵高校）

【ラグビーフットボール】

【ラグビーフットボール】【ラグビーフットボール】

【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

▼第３３回東日本中学生ラグビーフットボール大会南東北ブロック予選（１０月１４日　福島県・いわき市惣来・鮫川河川敷公園）

[男子] ラグビースクール 2 新潟スクール選抜 １２－１９宮城

▼第３３回東日本中学生ラグビーフットボール大会（プレート）（１１月９日　千葉県・千葉県スポーツセンター）

[男子] ラグビースクール 1 新潟スクール選抜 １９－１９茨城（抽選で茨城が全国大会へ出場）

▼2013ラグビー新潟スーパー８（４月２７日～１１月１６日　新潟市・鳥屋野公園球技場）

[男子] 社会人 1 ラガービアーズ ７勝０敗

▼東日本クラブ選手権東日本ブロック予選会（１０月１３日　新潟市・鳥屋野運動公園球技場）

[男子] 社会人クラブ 1 新潟アイビス ３１－１０ 北上矢巾ブレイズラガー

▼関東社会人２部リーグ（９月～１１月　神奈川県・横浜市ほか）

[男子] 社会人クラブ 2 ブレーカーズ ４勝１敗

▼第６４回全国地区対抗大学ラグビー大会北関東リーグ（９月～１１月　新潟市・鳥屋野運動公園球技場ほか）

[男子] 大学生 1 新潟大学 全勝

▼第６４回全国地区対抗大学ラグビー大会関東２区代表決定戦（１２月７日　新潟市・鳥屋野運動公園球技場ほか）

[男子] 大学生 1 新潟大学 １４－１０ 信州大学

▼サントリーカップ第１０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１８日　新発田市・カルチャーセンター）

[男女] 小学生スクール 1 新潟レッドイーグルス

▼サントリーカップ第１０回全国小学生ラグビー選手権大会北関東ブロック大会（１月２５日　栃木市・運動公園陸上競技場）

[男女] 小学生スクール 2 新潟レッドイーグルス

【空手】

【空手】【空手】

【空手】

性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第３３回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会（１０月２６日～１０月２７日　新潟市・亀田総合体育館）

[男子] 団体形 1 新潟第一高校

個人組手 1 篠原　寛弥(新潟高校)

4



栄光の記録（第３２号）

栄光の記録（第３２号）栄光の記録（第３２号）

栄光の記録（第３２号） 平成２５年１０月～平成２６年３月

平成２５年１０月～平成２６年３月平成２５年１０月～平成２６年３月

平成２５年１０月～平成２６年３月

▼第２７回北信越高等学校空手道新人大会（１１月２３日～２４日　富山県・上市町総合体育館）

男子団体組手 3 新潟第一高校

男子個人形 3 新潟第一高校

男子個人組手 3 篠原　寛弥(新潟高校)

男子個人組手 3 上松　亜星(新潟第一高校)

女子個人形 2 馬場　ひかる(新潟第一高校)

【バウンドテニス】

【バウンドテニス】【バウンドテニス】

【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1回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（３月９日　新潟市・北地区スポーツセンター）

[男子]

シングルス

　　　中学生の部

1 本保凌太郎（コスポ） ４－０ 吉田陽生（BTC南浜）

[女子]

シングルス

　小学生高学年の部

1 近藤菜奈（BTC南浜） ４－２ 岡本陸（サウスウィンド）

【レスリング】

【レスリング】【レスリング】

【レスリング】

性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第５８回国民体育大会（１０月４～７日　東京都・文京スポーツセンター）　

[男子]

少年フリースタイル

74kg級

5 時田　直人（白根高校）
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