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陸上競技

▼北信越高校総体（６／１５～１７　石川県・西部緑地公園陸上競技場）
［男子］ １００㍍ ① １０秒７３ 阿部　匠（日本文理）
  ４×１００㍍Ｒ ① ４１秒７４ 新潟明訓（樋口・土屋・中村・吉岡）
  走高跳 ① ２㍍１０ 八木将紀（東京学館新潟）
  砲丸投 ③ １３㍍７７ 松井勝矢（巻）
  ハンマー投 ② ４９㍍９８ 渡辺要太（新潟東）
  ハンマー投 ③ ４９㍍４４ 飯塚　正（日本文理）
［女子］ １００㍍ ③ １２秒３３ 平沢　薫（新潟）
  ２００㍍ ③ ２５秒４６ 平沢　薫（新潟）
  ８００㍍ ② ２分１５秒５９ 朝妻香澄（新潟商）
  走幅跳 ① ５㍍７０ 岩田彩奈（新潟商）
  砲丸投 ② １２㍍８４ 拝野紗生子（新潟明訓）
  円盤投 ① ４１㍍５２ 木村彩佳（東京学館新潟）
▼第５回世界ユース選手権（７／１１～１５　チェコオストラバ）
［男子］ 走高跳   八木将紀（東京学館新潟）
▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　長岡市営陸上競技場）
［男子］ １５００㍍ ① ４分１４秒５５ 樋浦雄大（舟栄）
  三段跳 ① １２㍍３１ 乙川祥希（亀田）
［女子］ １００㍍ｈ ① １４秒８１ 寺尾香都美（下山）
  四種競技 ① ２５７８点 松本実生（新津第五）
▼第６０回全国高校総体（８／２～６　佐賀県・佐賀総合運動場陸上競技場）
［女子］ 円盤投 ⑧ ４０㍍５６ 木村彩佳（東京学館新潟）
▼北信越中学校総合競技大会（８／７　信州スカイパーク陸上競技場）
［男子］ １５００㍍ ② ４分１２秒９４ 樋浦雄大（舟栄）
  砲丸投 ① １３㍍０６ 鳴海裕晃（山の下）
  １年１００㍍ ② １２秒０９ 佐藤裕太（舟栄）
  ３年１００㍍ ③ １１秒２９ 渡邉芳輝（東新潟）
［女子］ ８００㍍ ③ ２分１８秒３１ 横山みわ（小須戸）
  １１０㍍ｈ ① １４秒８９ 寺尾香都美（下山）
  四種競技 ① ２７８８点 松本実生（新津第五）
▼全国中学校体育大会（８／２０～２３　宮城県総合運動公園宮城スタジアム）
［女子］ 四種競技 ① ２８６２点 松本実生（新津第五）
▼県高校選抜大会（９／２２・２３　長岡市営陸上競技場）
［男子］ ３０００㍍ＳＣ ① ９分５３秒６５ 山口翔馬（日本文理）
  棒高跳 ① ４㍍６０ 高橋理寛（新潟）
  円盤投 ① ４５㍍５５ 松井勝矢（巻）  
  ４×１００㍍Ｒ ① ４２秒７２ 新潟明訓（岩村・土屋・真貝・吉岡）
  ４×４００㍍Ｒ ② ３分２３秒９４ 新潟明訓（斉藤・大滝・真貝・佐藤）
［女子］ ８００㍍ ① ２分１６秒４２ 松原ゆか（新潟明訓）
  １５００㍍ ① ４分４６秒０６ 朝妻香澄（新潟商）
  ３０００㍍ ① ９分４４秒０６ 渡部絵理（東京学館新潟）
  砲丸投 ① １２㍍３１ 拝野紗生子（新潟明訓）
  円盤投 ① ３７㍍２４ 山野井由貴（巻）
  やり投 ① ３７㍍２５ 鈴木聖絵羅（北越）
  七種競技 ① ３７１４点 霜鳥　藍（新潟商） 
▼第６２回国民体育大会（１０／５～９　秋田県・県立中央公園陸上競技場）
［男子］ 棒高跳（少年Ａ） ⑥ ４㍍７０ 高橋理寛（新潟）
  走高跳（少年共通） ① ２㍍１２ 八木将紀（東京学館新潟）
  砲丸投（少年Ａ） ② １６㍍４２ 玉木勝弘（明鏡）
  円盤投（少年Ｂ） ⑥ ４３㍍９５ 松井勝矢（巻）  
▼第２３回日本ジュニア選手権大会（１０／１９～２１　大分県・大分スポーツ公園総合競技場）
［男子］ 棒高跳 ⑥ ４㍍９０ 高橋理寛（新潟）
▼第１回日本ユース選手権大会（１０／１９～２１　大分県・大分スポーツ公園総合競技場）
［男子］ １１０㍍ＪＨ ④ １４秒４９ 神田太陽（新潟明訓）
［女子］ ８００㍍ ⑤ ２分１７秒０９ 朝妻香澄（新潟商）
  砲丸投 ③ １２㍍３５ 拝野紗生子（新潟明訓）
▼北信越高校新人大会（１０／２７・２８　富山県総合運動公園陸上競技場）
［男子］ ２００㍍ ② ２２秒２５ 吉岡史則（新潟明訓） 
  １１０㍍Ｈ ③ １４秒９９ 神田太陽（新潟明訓）
  ４００㍍Ｈ ① ５４秒０９ 神田太陽（新潟明訓）
  ４×１００㍍Ｒ ① ４２秒３８ 新潟明訓（岩村・土屋・真貝・吉岡）
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  ４×４００㍍Ｒ ③ ３分２２秒８５ 新潟明訓（斉藤・大滝・真貝・佐藤）
  棒高跳 ① ４㍍８０ 高橋理寛（新潟）
  円盤投 ① ４６㍍８２ 松井勝矢（巻）  
  やり投 ① ５８㍍２１ 長岡健太（東京学館新潟）
  三段跳 ① １４㍍０９ 高橋卓磨（新潟東）
［女子］ ８００㍍ ① ２分１５秒１２ 朝妻香澄（新潟商）
  ８００㍍ ③ ２分１７秒４９ 斉藤由香（新潟商）
  １５００㍍ ① ４分３９秒１８ 朝妻香澄（新潟商）
  １５００㍍ ② ４分４１秒８６ 島田美咲（新潟明訓）
  ３０００㍍ ② １０分０７秒７９ 島田美咲（新潟明訓）
  砲丸投 ① １３㍍０９ 拝野紗生子（新潟明訓）
▼県高校駅伝（１１／２　新発田市・五十公野公園陸上競技場）
［男子］ 駅伝 ① ２時間１４分０５秒 東京学館新潟（本間・加藤・出�・貴舩・大野・杵鞭・灘波）
［女子］ 駅伝 ① １時間１２分３２秒 新潟第一（天児・渡辺・宮村・柴沢・中村）

体操

▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　新潟市西総合スポーツセンター）
［女子］ 団体 ① １０．８００ 山の下
 個人総合 ① ２４．８２５ 長井捺珠（舟栄）
▼平成１９年度全国高等学校総合体育大会新体操大会（８／４・５　佐賀県・佐賀総合体育館）
［女子］ 個人総合 ④ ２６．５２５ 遠藤由華（新潟第一）
 ロープ ② １３．４００ 遠藤由華（新潟第一）
 フープ ⑥ １３．１２５ 遠藤由華（新潟第一）
▼平成１９年度県体操競技ジュニア新人大会（１１／２４・２５　新潟市・鳥屋野総合体育館）
［男子］ 団体総合（小学生Ｂ） ① １１５．３５０ 新潟市体操クラブ（渡辺（潤）・片倉・渡辺（達）・石倉）
 個人総合（小学生Ｂ） ① ３８．７５０ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）
 タンブリング（小学生Ｂ） ① ９．６５ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）
 円馬（小学生Ｂ） ① ９．６０ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）
 つり輪（小学生Ｂ） ① ９．７０ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）
 平行棒（小学生Ｂ） ① ９．３５ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）
 鉄棒（小学生Ｂ） ① ９．９０ 渡辺潤吾（新潟市体操クラブ　上所小）

弓道

▼第２７回県下弓道水原大会（９／９　阿賀野市・阿賀野市水原総合体育館アリーナ仮設射場）
［男子］ 近的個人 ① ８射６中 平松賢一（三菱マテリアルＰＭＧ）
 近的団体 ① ２４射１５中 新潟大学
▼第２回県下弓道燕大会（９／２４　燕市・燕市体育センター市民武道館弓道場）
［男子］ 近的個人 ① ８射７中 平松賢一（三菱マテリアルＰＭＧ）
 近的団体 ① ２４射１４中 新潟大学 競射による

剣道

▼第２８回北信越中学校総合体育大会剣道競技大会（８／７　長野県白馬村・白馬ウィング２１）
［男子］ 団体 ② 小針（渡辺・船引・坂上・多賀・山口・平山・清水） 決勝　　鯖江（福井県）
［女子］ 団体 ③ 小針（白川（夏）・津野・吉川・川瀬・清水・有馬・白川（桃）） 準決勝　燕
 個人 ③ 清水希帆子（小針） 準決勝　中村（長野県）

柔道

▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　新潟市・新津武道館）
［男子］ 団体 ① 藤見 決勝 白根第一
 ５５㎏級 ① 斎藤昴矢（黒埼） 決勝 永野（藤見）
 ６０㎏級 ① 島田大樹（白根第一） 決勝 小山（白根第一）
 ６６㎏級 ① 田邊　翔（新津第一） 決勝 金子（白根北）
 ８１㎏級 ① 結城海人（山の下） 決勝 土田（刈谷田）
 ９０㎏級 ① 結城天明（山の下） 決勝 佐々木（三条第二）
 ９０㎏超級 ① 長谷友澄（藤見） 決勝 長部（藤見）
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［女子］ 団体 ① 関屋 決勝 黒埼
 ４８㎏級 ① 小嶋絢子（黒埼） 決勝 星（白根第一）
 ５２㎏級 ① 向奈都美（白根第一） 決勝 池田（白根第一）
 ５７㎏級 ① 遠藤　希（関屋） 決勝 五十嵐（関屋）
 ７０㎏級 ① 佐藤ひかり（葛塚） 決勝 萩野（黒埼）
▼北信越中学校総合競技大会（８／７　小諸市総合体育館）
［男子］ ５５㎏級 ① 斎藤昴矢（黒埼） 決勝 村本（北辰・石川県）
 ６０㎏級 ② 小山由紀（白根第一） 決勝 上江（松任・石川県）
 ６６㎏級 ③ 田邊　翔（新津第一） 準決勝 馬場（北辰・石川県）
 ９０㎏超級 ① 長部　治（藤見） 決勝 長谷（藤見・新潟県）
 ９０㎏超級 ② 長谷友澄（藤見） 決勝 長部（藤見・新潟県）
［女子］ 団体 ③ 関屋 準決勝 芳野（富山）
 ４８㎏級 ③ 小嶋絢子（黒埼） 準決勝 宮川（北辰・石川県）
 ５２㎏級 ① 向奈都美（白根第一） 決勝 諏訪部（丘・長野県）
 ５７㎏級 ③ 五十嵐千夏（関屋） 準決勝 坂井（芳野・富山県）
 ５７㎏級 ③ 遠藤　希（関屋） 準決勝 庄司（小杉・富山県）
 ７０㎏級 ① 萩野杏奈（黒埼） 決勝 佐藤（葛塚・新潟県）
 ７０㎏級 ② 佐藤ひかり（葛塚） 決勝 萩野（黒埼・新潟県）
▼全国中学体育大会（８／２２～２５　山形県・総合運動公園体育館）
［女子］ ５２㎏級 ③ 向奈都美（白根第一） 準決勝 高木（藍・兵庫県）

相撲

▼新潟県中学校体育大会（７／２６　見附市市民相撲場）
［男子］ ６５㎏未満級 ① 阿部啓浩（白根北） 決勝 菊池（見附西）

レスリング

▼全国高校総体（８／２～５　佐賀市・諸富文化体育館）
［男子］ ６０㎏級 ⑤ 塚本貴明（北越）
 ８４㎏級 ⑤ 稲川和城（白根）
▼全国高校生グレコローマン選手権（８／１７～１９　大阪府・鋼公園体育館）
［男子］ ８４㎏級 ③ 稲川和城（白根）
▼国民体育大会（１０／５～８　秋田県・潟上市昭和体育館）
［男子］ ５０㎏級（グレコローマン） ⑤ 小千田星真（白根）

ボクシング

▼国民体育大会県予選会（７／１５～１７　新潟市・新潟南高等学校）
［男子］ ライトフライ級 ① 渡辺幸也（新潟北）
 フライ級 ① 木村隼人（新潟南）
 バンタム級 ① 本間大地（高志）
 フェザー級 ① 吉井綾一（新潟南）
 ライト級 ① 岡崎　倭（高田農業）
 ライトウェルター級 ① 望月洋介（高田農業）
 ウェルター級 ① 近藤豊仁（巻総合）
 ミドル級 ① 田中秀輝（新潟向陽）
▼北信越国民体育大会（８／２４～２６　福井県鯖江市・鯖江市総合体育館）
［男子］ フライ級 ① 木村隼人（新潟南）
 バンタム級 ② 本間大地（高志）
 フェザー級 ① 吉井綾一（新潟南）
 ライト級 ② 戸田健樹（巻総合）
 ウェルター級 ① 近藤豊仁（巻総合）
 ミドル級 ① 田中秀輝（新潟向陽）
▼秋田わか杉国体（１０／４～８　男鹿市・男鹿市若美総合体育館）
［男子］ ライト級 ⑤ 戸田健樹（巻総合）

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等
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ウエイトリフティング

▼平成１９年度北信越高等学校体育大会第３５回ウエイトリフティング競技選手権大会（６／１６・１７　長野県松本市・松商学園高等学校）
［男子］ ５３㎏級 ② スナッチ６７㎏クリーン＆ジャーク８５㎏トータル１５２㎏ 菊地健太（新潟工業）
 ８５㎏級 ② スナッチ９０㎏クリーン＆ジャーク１２０㎏トータル２１０㎏ 本間章吾（新潟西）
［女子］ ７５㎏級 ① スナッチ５６㎏クリーン＆ジャーク７１㎏トータル１２７㎏ 白川綾子（新潟西）
▼第９回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会（７／１５・１６　和歌山県和歌山市・和歌山県立和歌山東高等等学校）
［女子］ ７５㎏級 ④ スナッチ５８㎏クリーン＆ジャーク７５㎏トータル１３３㎏ 白川綾子（新潟西）
▼第１２回北信越社会人ウエイトリフティング競技選手権大会（８／２６　石川県川北町・サンアリーナ川北）
［男子］ 団体 ① ５０点 新潟クラブ
 ６２㎏級 ① スナッチ１００㎏クリーン＆ジャーク１２３㎏トータル２２３㎏ 外川研輔（新潟クラブ）
 ７７㎏級 ① スナッチ９５㎏クリーン＆ジャーク１２２㎏トータル２１７㎏ 小嶋栄二（新潟クラブ）
 ７７㎏級 ② スナッチ９０㎏クリーン＆ジャーク１１５㎏トータル２０５㎏ 熊川　大（新潟クラブ）
 ８５㎏級 ② スナッチ９０㎏クリーン＆ジャーク１１０㎏トータル２００㎏ 長谷川　豊（新潟クラブ）
 ９４㎏級 ① スナッチ１０５㎏クリーン＆ジャーク１２５㎏トータル２３０㎏ 五十嵐　肇（新潟クラブ）
 ９４㎏級 ② スナッチ８０㎏クリーン＆ジャーク１００㎏トータル１８０㎏ 小熊伸広（新潟クラブ）
 １０５㎏級 ③ スナッチ１２０㎏クリーン＆ジャーク１３５㎏トータル２５５㎏ 藤田広貴（新潟クラブ）
 ＋１０５㎏級 ① スナッチ１３０㎏クリーン＆ジャーク１７０㎏トータル３００㎏ 関谷圭介（新潟クラブ）
▼第６２回国民体育大会ウエイトリフティング競技（９／３０～１０／３　秋田県八郎潟町・八郎潟町立八郎潟中学校）
［男子］ ５３㎏級（少年男子） ⑥ スナッチ７２㎏ 菊地健太（新潟工業）
 ５３㎏級（少年男子） ⑦ クリーン＆ジャーク１２６㎏ 本間章吾（新潟西）
 ＋１０５㎏級 ② スナッチ１５７㎏クリーン＆ジャーク１９４㎏ 関谷圭介（新潟盲教員）
▼内閣総理大臣杯第４４回全日本社会人ウエイトリフティング選手権大会（１１／１６～１１／１８　大分県国東市・アストくにさき）
［男子］ ６２㎏級 ⑧ トータル２２６㎏ 外川研輔（新潟クラブ　新潟西教員）

フェンシング

▼第２８回北信越国民体育大会（８／２５・２６　福井県越前市・武生商業高等学校）
［男子］ 少年男子フルーレ ③ 新潟県（加藤・井上・小川・野島）
［女子］ 成年女子フルーレ ③ 新潟県（大橋・巻口・遠藤） 
 少年女子フルーレ ② 新潟県（木村・佐藤・遠藤・平野）
▼聖籠町長杯第４回新潟県ジュニアフェンシング選手権大会（８／２５　聖籠町・聖籠町総合体育館）
［男子］ ジュニアＡ ① 北村直之（木戸） 
 ジュニアＢ ① 古俣　聖（新潟ＪＦＣ）
［女子］ ジュニアＡ ① 古俣潮里（新潟ＪＦＣ）
▼第２０回全国少年フェンシング大会（９／１６・１７　京都府大山崎町・大山崎町体育館）
［男子］ 小学３・４年生 ③ 古俣　聖（新潟ＪＦＣ）
［女子］ 小学５・６年生 ② 古俣潮里（新潟ＪＦＣ） 
▼第８回全国少年フェンシング団体選手権大会（１１／１０・１１　東京都台東区・台東リバーサイドスポーツセンター）
［男子］ 中学男子フルーレ ① 新潟ＳＥＩＲＯ（加藤・北村）
▼第１１回全国カデ・フェンシング選手権大会（１１／１１　茨城県水戸市・水戸市東町運動公園）
［男子］ 男子フルーレ ③ 加藤　祥（新潟ＪＦＣ）

バスケットボール

▼新潟県ミニバスケットボール選抜優勝大会（７／７・８　鳥屋野総合体育館）
［男子］ ミニバスケット ① 東中野山 ５３－４９ 中条
▼新潟県中学校総合体育大会バスケットボール大会（７／２５～２７　新発田カルチャーセンター）
［女子］  ① 下山 ６４－６３ 紫雲寺
▼北信越中学校総合体育大会バスケットボール大会（８／６～８　長野運動公園総合体育館）
［男子］  ③ 鳥屋野 ５２－５３ 本丸
［女子］  ② 下山 ５２－７３ 紫雲寺
▼東北電力旗第２０回東北ミニバスケットボール大会（８／１６・１７　宮城ホットハウススーパーアリーナ（グランディ２１））
［女子］ ミニバスケット ③ 牡丹山 ２７－４７ 大畑（青森県）
▼第３８回全国高校バスケットボール選抜優勝大会県予選会（１１／９・１０　新潟市東総合スポーツセンター他）
［男子］  ① 新潟商業 ８４－５９ 新潟工業
［女子］  ① 東京学館新潟 ７０－４９ 新潟中央
▼第２９回ＢＳＮ杯新潟県ミニバスケットボール大会（１２／１・２　東総合スポーツセンター）
［女子］ ミニバスケット ① 女池 ４５－２９ 牡丹山 

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等
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バレーボール

▼第５７回中部日本６人制バレーボール総合男女選手権大会（７／１４～１６　富山県南砺市・富山西部体育センター）
［男子］６人制　　　　　　 ② 東京学館新潟 ２－１（１回戦） 岐阜商業（岐阜県）
　　　　　　   ２－０（２回戦） 福井工大福井（福井県）
　　　　　　   ２－０（準決勝） 富山第一（富山県）
　　　　　　   ０－２（決勝） 星城（愛知県）
▼全国社会人９人制バレーボール女子優勝大会新潟県予選会（７／１５　見附市・見附市総合体育館）
［女子］９人制　　　　　　 ① ＦＩＲＳＴ ＣＬＵＢ  
▼第３８回新潟県中学校総合体育大会バレーボール競技（７／２６・２７　長岡市・長岡市北部体育館、長岡市市民体育館） 
［男子］  ① 中之口 決勝 七葉
［女子］  ① 西川 決勝 中之口
▼全日本９人制バレーボール総合男子選手権大会新潟県予選会（９／１６　新発田市・新発田カルチャーセンター）
［男子］９人制　　　　　　 ① 赤道クラブ  
▼第２８回新潟県高等学校バレーボール１・２年生大会（１１／１７・２３　長岡市・長岡市民体育館）
［男子］  ① 巻 ２－０（準準決勝） 中越
　　　　　　   ２－１（準決勝） 上越総合技術
　　　　　　   ２－０（決勝） 新発田中央
［女子］  ① 新潟青陵 ２－０（準準決勝） 高田商業
　　　　　　   ２－０（準決勝） 新潟商業
　　　　　　   ２－０（決勝） 帝京長岡
▼すこやか北越銀行杯第１９回新潟県小学生バレーボール大会（１１／２５　長岡市・長岡市みしま体育館）
［男子］  ① 中之口ＪＶＣ  

バドミントン

▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　五泉市・五泉市総合会館）
［女子］ シングルス ① 伊藤友香（関屋） 決勝 石崎智絵理（東新潟）
▼北信越中学校総合競技大会（８／７・８　信州スカイパーク体育館）
［女子］ シングルス ② 伊藤友香（関屋） 準決勝 高橋（和合・富山県）
▼平成１９年度第２３回新潟県高校１・２年生バドミントン大会（８／２０・２１　三条市・三条市総合体育館、燕市・燕市民体育館）
［男子］ ダブルス ① 山田　剛・本田尚人（新潟第一） ２－１ 吉澤慎哉・堀　裕也（北越）
 シングルス ① 本田尚人（新潟第一） ２－０ 山田　剛（新潟第一）
［女子］ ダブルス ① 中島百代・高山あすか（新潟青陵） ２－０ 黒川奈美香・池　晶穂（新潟青陵）
 シングルス ① 池　晶穂（新潟青陵） ２－０ 中島百代（新潟青陵）

卓球

▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　上越市・上越市総合体育館）
［女子］ 団体 ① 白根第一 決勝リーグ２位 黒埼 
▼北信越中学校総合競技大会（８／７・８　松本市総合体育館）
［男子］ 団体 ③ 白根第一 準決勝 金津（福井県） 
［女子］ 団体 ① 白根第一 決勝 相森（長野県） 
 シングルス ① 伊庭雅美（白根第一） 決勝 田谷（富来・石川県） 
 シングルス ③ 長谷川千紘（黒埼） 準決勝 田谷（富来・石川県） 
▼平成１９年度新潟県高等学校１年生卓球大会（８／１８　新発田市・新発田市カルチャーセンター）
［女子］ シングルス ① 籠島江梨佳（新潟青陵） ３－０ 大澗美由希（新発田商業） 
▼平成１９年度新潟県高等学校選抜卓球大会（１１／２２・２３　新潟市・亀田総合体育館）
［男子］ シングルス ① 田村昌大（北越） ３－２ 福沢拓巳（北越） 
［女子］ 団体 ① 新潟青陵 ３－１ 北越 
 シングルス ① 籠島江梨佳（新潟青陵） ３－１ 橋本歩美（新潟） 

少林寺拳法

▼第３４回全国高等学校少林寺拳法大会（７／２７～２９　福岡県・北九州市立総合体育館）
［女子］ 組演武二段以上 ② 本望恵梨・大場澤　優（新津南）
 規定組演武 ⑥ �原まい・神田有希（新潟清心）
 団体演武 ④ 新津南（本望・大場澤・甲田・小林・関塚・斎藤・酒井・高橋・川瀬・細田）
▼平成１９年全日本少年武道練成大会少林寺拳法大会（８／１１　東京都・日本武道館）
［男女］ 中学生自由組演武 ② 藤由龍也・伊勢歩美（新潟坂井輪）　８６点 コート内第１位

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

摘要対戦相手（所属・県名）記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

団体・個人名（所属）、記録、摘要順位種目・種別等
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▼第２７回県スポーツ少年団少林寺拳法大会（９／２　小千谷市・小千谷市総合体育館）
［男子］ 規定組演武小学生８級以下 ① 中山　聡・長井　洸（新津）
 規定組演武小学生６級 ① 渋谷　錬・亀山拓海（新潟湊）
 自由組演武中学生男子 ① 福田　悟・山田涼太（新潟湊）
 単独演武小学生低学年 ① 渋谷　錬（新潟湊）
 単独演武小学生高学年 ① 山田涼太（新潟湊）
［女子］ 規程定演武小学生７級 ① 吉澤　茜・橋本実幸（新潟湊）
［男女混合］団体演武小学生低学年 ① 新潟湊支部

テニス

▼新潟県春季フューチャーズ中学生大会（６／２　新発田市）
［男子］ シングルス ① 金田拓未（テックアップクラブ） ６－３ 荏原天真（さくらテニスガーデン）
▼北信越小学生大会（６／２・３　富山市）
［男子］ シングルス ③ 高橋卓也（木戸） ９－７ 畠山尚也（才教学園・長野県）
▼新潟市オープンテニス選手権（シングルス）（７／１４・１５　新潟市・テニスガーデンにいがた）
［男子］ 一般男子（６４） ① 森　良介（シバタロイヤルＴＣ） ９－７ 小瀬川勇二（ザ・テニスステージ）
［女子］ 一般女子（２６） ① 朝妻夕日（アップルＳＣ） ８－３ 小池真奈美（ＷＥＳＴ）
県夏季ジュニア大会（８／１・２　ササキ、濁川）
［男子］ １２歳以下シングルス ① 高橋卓也（新潟ジャンボＩＴＳ） ６－３ 森川祐宇（長岡北部ジュニア）
▼新潟市オープンテニス選手権（ダブルス）（８／１８・１９　新潟市・テニスガーデンにいがた）
［男子］ 一般男子（３７） ① 小瀬川勇二（ザ・テニスステージ） ９－８（３） 丸山　茂（ゴーゴーズ）
   志村貴史（ＷＥＳＴ）  臼井久樹（ゴーゴーズ）
［女子］ 一般女子（３８） ① 山崎祐子（胎内市ＴＡ） ８－２ 桐生明美（胎内市ＴＡ）
   佐藤美子（ササキＴＣ）  中村美重子（水原クラブ）
▼新潟市オープンテニス選手権（シングルス）（８／１８　新潟市・テニスガーデンにいがた）
［男子］ ３５歳以上男子（９） ① 法龍院　充（ＯＵＴＬＥＴ２１） ８－１ 菅原　実（ＷＥＳＴ）

ソフトテニス

▼県選手権大会兼全日本選手権県予選会（７／８　十日町市・サンスポーツランド）
［男子］ 一般 ① 佐藤　勲（新潟トキめきクラブ） ４－１ 中野　淳（新潟トキめきクラブ）
   新倉裕二（新潟トキめきクラブ）  兼田忠仁（中条クラブ）
▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　新潟市庭球場）
［女子］ 団体 ① 巻西  決勝 見附南
▼北越中学校総合競技大会（８／７・８　南長野運動公園テニスコート）
［男子］ 団体 ③ 巻東  準決勝 鵜川（石川県）
 一般 ③ 大地　翔・庭山巧夢（巻東） 準決勝 山田・吉澤（長野県）
［女子］ 一般 ③ 山賀莉菜・田中菜奈（巻西） 準決勝 湯沢・松本（長野県）
▼県シニアソフトテニス選手権大会（９／８　燕市・燕スポーツパークテニスコート）
［男女］ ６５歳以上　混合の部 ① 井上　浩（新潟百歳会） ４－３ 高原隆一（新潟百歳会）
   山田喜代子（火曜会）   渡辺秀子（火曜会）
［男女］ ７０歳以上　混合の部 ① 梅澤　守（新潟百歳会） ４－１ 小柴柳一（村上ソフトテニスクラブ）
   若月令子（長岡レモンクラブ）  坂上和子（村上ソフトテニスクラブ）
▼越後一の宮杯兼秋季県選手権大会（９／９　弥彦村・弥彦村テニスコート）
［男子］ 一般 ① 高橋陽介（新潟トキめきクラブ） ５－３ 権平　寛（新潟トキめきクラブ）
   高橋智宏（新潟トキめきクラブ）  内山雅彦（新潟県庁）
▼秋季県シニア選手権大会（１０／７　荒川・グリーンパークあらかわテニスコート）
［男子］ ６５歳以上 ① 高原隆一（新潟百歳会） ４－２ 渡辺　保（新潟百歳会）
   井上　浩（新潟百歳会）  佐野武志（新潟百歳会）
［女子］ ６５歳以上 ① 山田喜代子（火曜会）  ４－０ 池田紀子（中条クラブ）
   船久保光子（火曜会）  小田松枝（村上６・３クラブ）
▼県インドア大会兼北信越大会県予選会（１２／１６　上越市・上越市リージョンプラザ）
［男子］ 一般 ① 佐藤　勲（新潟トキめきクラブ） ４－２ 中野　淳（新潟トキめきクラブ）
   新倉裕二（新潟トキめきクラブ）  兼田忠仁（中条クラブ）
［女子］ 一般 ① 平原亜季美（パピスカとよさか） ４－３ 小島侑衣（日本女子体育大）
   長谷川友紀（巻クラブ）  高橋友美（昭和学院短期大）
▼都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会新潟県予選会（１２／１６　五泉市・五泉市総合体育館）
［男子］  ① 樋口大地・伊比達彦（巻東） ４－２ 国松貴洋・新保洋平（千田）

団体・個人名（所属）、記録、摘要順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等



7栄光の記録 第20号　平成19年7月～12月

新潟市体育協会会報別冊

ラグビーフットボール

▼新潟県社会人（５月～１０月　新潟市）
［男子］ 社会人　ＧⅠの部 ① 新潟アイビス ４６－２７ 新潟大学 リーグ戦５勝１敗
 社会人　ＧⅡの部 ① オール医学部 １７－１２ ノースエレガンス
▼第２７回東日本中学生ラグビースルール東北ブロック大会（１０／２０　福島市・あずま運動公園）
［男子］ 中学生 ① 新潟選抜 ３９－０ 福島選抜 リーグ戦
    ５７－５ 東北選抜
▼平成１９年度全国高等学校総合体育大会第８７回全国高等学校ラグビー大会新潟県予選（１０／２５～１１／１１　新潟市・新潟市陸上競技場他）
［男子］  ① 新潟工業 ４５－１０ 新発田
▼第４回北信越ジュニア大会（１０／２８　長野県・安曇野市ＧＡＣ穂高Ｇ）
［男子］ 中学生 ① 新潟選抜  ２位長野・３位富山 リーグ戦
▼第２５回ＮＨＫ杯高校ラグビー大会兼第８回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会新潟県予選（１１／１０～２５　新潟市・新潟市陸上競技場他）
［男子］  ① 新潟工業 ２６－１２ 北越
▼第２７回東日本中学生ラグビースルール関東決勝大会（１１／１７・１８　東京都・多摩市陸上競技場）
［男子］ 中学生 ④ 新潟選抜 ７－２５ 千葉選抜 ３位決定戦

ソフトボール

▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　上越市ソフトボール場）
［男子］ 団体 ① 五十嵐 決勝 藤見
▼第２６回高等学校新人ソフトボール大会兼全国高等学校選抜ソフトボール大会県予選会（９／２９～１０／１　上越市・上越市少年野球場、上越市ソフトボール場）
［男子］  ① 日本文理 １５－１ 中越　　　
［女子］  ① 新潟商業 １１－１ 三条東
    １０－０ 高田北城
    ４－３ 高田商業
▼第２６回北信越高等学校新人ソフトボール大会（１１／３・４　石川県輪島市・門前総合運動公園）
［男子］  ① 日本文理 ３－０ 伊那弥生ヶ丘（長野県）
    ３－１ 野々市明倫（石川県）

野球

▼高松宮賜杯第５１回記念全日本軟式野球大会新潟県大会（２部）（６／２・３　新潟県新発田市）
［男子］ 軟式野球 ① �山ノ下納豆ＢＣ ８－１ ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＣＥ（新潟市）
▼高松宮賜杯第５１回記念全日本軟式野球大会新潟県大会（１部）（６／９・１０　新潟県五泉市）
［男子］ 軟式野球 ① 新津クラブ ２－０ 東蒲ＢＥＣＫＳ（東蒲原郡）
▼第５８回全国官公庁軟式野球大会新潟県大会（６／９　新潟県佐渡市）
［男子］ 軟式野球 ① 新潟市役所 ３－１ 柏崎市役所（柏崎市）
▼第６２回国民体育大会軟式野球競技会（一般Ａ）新潟県大会（６／９　新潟県新潟市）
［男子］ 軟式野球 ① 北陸ガス� ３×－０ 第四銀行（新潟市）
    ６×－０ 新潟証券（長岡市）
▼第６２回国民体育大会軟式野球競技会（一般Ｂ）新潟県大会（６／３０～７／１　新潟県三条市）
［男子］ 軟式野球 ① 新潟県国保連合会 ５－０ ＭＡＫＩＣＬＵＢ（新潟市）
▼第６２回国民体育大会軟式野球競技会（成年）新潟県大会（６／３０～７／１　新潟県長岡市）
［男子］ 軟式野球 ① 北ガスクラブ ７－０ 八干浦クラブ（上越市）
▼天皇賜杯第６２回全日本軟式野球大会新潟県大会（７／２２～２４　新潟県阿賀野市）
［男子］ 軟式野球 ① 北陸ガス� ４－０ 三菱マテリアルＰＭＧ�（新潟市）
▼第５２回中部日本都市対抗軟式野球大会新潟県大会（９／１５・１６　新潟県十日町市）
［男子］ 軟式野球 ① ＭＡＫＩＣＬＵＢ ３－２ 三菱マテリアルＰＭＧ�（新潟市）
▼第６２回国民体育大会軟式野球競技会（一般Ｂ）全国大会（９／３０～１０／３　秋田県大仙市）
［男子］ 軟式野球 ② 新潟県国保連合会 ０－２ スーパードラゴンズ（京都府）

水泳

▼第６０回新潟県高等学校水泳競技大会（６／２２～２４　新潟市・西海岸公園市営プール）
［男子］ ２００ｍ自由形 ① １分５７秒０１ 小林頌之（巻） 大会新
 １５００ｍ自由形 ① １６分３０秒４６ 須藤拓馬（新潟）
 １００ｍバタフライ ① ５６秒４８ 野沢拓矢（新潟江南） 大会新
 ２００ｍバタフライ ① ２分０６秒２４ 野沢拓矢（新潟江南） 大会新
 ２００ｍ個人メドレー ① ２分１７秒５３ 森岡英樹（新潟）

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

全国大会
準優勝

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等



8 栄光の記録 第20号　平成19年7月～12月

新潟市体育協会会報別冊

 ４００ｍメドレーリレー ① ４分０５秒０１ 新潟江南（土橋・山口・野沢・河原）
［女子］ ５０ｍ自由形 ① ２７秒７５ 野口幸香（新津）
 １００ｍ背泳ぎ ① １分０５秒８９ 野口幸香（新津）
▼第４０回北信越高等学校総合体育大会水泳競技大会（７／２０～２２　富山県富山市・富山市民プール）
［男子］ １００ｍ自由形 ② ５３秒６２ 渡辺聖士（日本文理） 
 １００ｍ自由形 ③ ５３秒７５ 山�裕太（新潟西）
 ２００ｍ自由形 ② １分５５秒９９ 小林頌之（巻）
 ４００ｍ自由形 ③ ４分０６秒８９ 小林頌之（巻）
 １５００ｍ自由形 ② １６分１９秒２９ 須藤拓馬（新潟）
 １００ｍバタフライ ① ５５秒６４ 野沢拓矢（新潟江南） 
 ２００ｍバタフライ ① ２分０５秒２７ 野沢拓矢（新潟江南） 
 ４００ｍリレー ② ３分３８秒２９ 日本文理（渡辺・木澤・北川・田邉）
 ４００ｍメドレーリレー ① ４分０１秒４０ 新潟江南（土橋・山口・野沢・河原）
［女子］ ５０ｍ自由形 ③ ２７秒４９ 野口幸香（新津）
 １００ｍ背泳ぎ ③ １分０５秒７４ 野口幸香（新津）
▼ＮＳＴ新潟県小学校選手権水泳大会（７／２２　新潟市・西海岸公園市営プール）
［男子］ ５０ｍ背泳ぎ ① ３５秒６２ 雨宮広明（サンマリーン）
 １００ｍ背泳ぎ ① １分１６秒４７ 雨宮広明（サンマリーン）
 ５０ｍ平泳ぎ ① ３５秒８０ 坂田　匠（ＪＳＳジャンボ）
 １００ｍ平泳ぎ ① １分１８秒７７ 坂田　匠（ＪＳＳジャンボ）
 ５０ｍバタフライ ① ３０秒９０ 吉津智司（新潟水泳協会）
 １００ｍバタフライ ① １分１１秒１４ 吉田周人（ヘルスパークかめだ）
 ２００ｍフリーリレー ① ２分０２秒４３ ダッシュ新潟（星川・廣田・岡田・渡辺）
 ２００ｍメドレーリレー ① ２分１５秒６０ ＪＳＳジャンボ（北山・坂田・渡辺・大嶋）
［女子］ ５０ｍ自由形 ① ３０秒００ 清水結佳（ＪＳＳジャンボ）
 １００ｍ自由形 ① １分０４秒５０ 渡辺愛理（ダッシュ新潟）
 ５０ｍバタフライ ① ３１秒８４ 佐野瑞希（サンマリーン）
 １００ｍバタフライ ① １分１２秒１１ 佐野瑞希（サンマリーン）
 ２００ｍ個人メドレー ① ２分３３秒５３ 渡辺愛理（ダッシュ新潟）
 ２００ｍフリーリレー ① ２分０３秒０７ ＪＰＥＣ秋葉（五十嵐・中村・佐藤・盛山）
 ２００ｍメドレーリレー ① ２分１５秒６０ ＪＰＥＣ秋葉（五十嵐・大場・中村・盛山）
▼新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会（７／２６・２７　長岡市・悠久山プール）
［女子］ ４００ｍ自由形 ① ４分２７秒１０ 渡辺美根（巻東・アクシーＭＡＫＩ） 
 ８００ｍ自由形 ① ９分０４秒４７ 渡辺美根（巻東・アクシーＭＡＫＩ） 
 １００ｍ平泳ぎ ① １分１６秒８２ 阿部唯希（大江山・ヘルスパークかめだスイミング） 
 ２００ｍ平泳ぎ ① ２分４４秒０９ 阿部唯希（大江山・ヘルスパークかめだスイミング） 
 ２００ｍ個人メドレー ① ２分３２秒３５ 上野祥加（白新・新潟水泳協会） 
▼北信越中学校総合体育大会水泳競技大会（８／７　長野県・アクアウイング）
［男子］ ５０ｍ自由形 ③ ２５秒６８ 奈良享祐（東新潟・ＪＳＳジャンボ） 
 １５００ｍ自由形 ② １７分０７秒７７ 樋山　光（東石山・ヘルスパークかめだスイミング） 
［女子］ ４００ｍ自由形 ① ４分２９秒９７ 渡辺美根（巻東・アクシーＭＡＫＩ） 
 ８００ｍ自由形 ① ９分１７秒００ 渡辺美根（巻東・アクシーＭＡＫＩ） 
 １００ｍ背泳ぎ ③ １分０８秒２４ 久代美波（亀田西・ヘルスパークかめだスイミング） 
 ２００ｍ背泳ぎ ③ ２分２６秒６５ 久代美波（亀田西・ヘルスパークかめだスイミング） 
 １００ｍ平泳ぎ ① １分１５秒８２ 阿部唯希（大江山・ヘルスパークかめだスイミング） 
 ２００ｍ平泳ぎ ② ２分４２秒４１ 阿部唯希（大江山・ヘルスパークかめだスイミング） 
 １００ｍバタフライ ③ １分０６秒２３ 主藤美樹（寄居・新潟水泳協会） 
 ２００ｍ個人メドレー ③ ２分３０秒４５ 上野祥加（白新・新潟水泳協会） 
 ４００ｍメドレーリレー ② ４分４１秒６０ 上山（山路・和泉田・高橋・田中）
 ４００ｍメドレーリレー ③ ４分４６秒１４ 鳥屋野（桂・桂・渡部・小林）
▼第７５回全国高等学校総合体育大会水泳競技大会（８／１７～２０　佐賀県佐賀市・佐賀県総合運動場水泳場）
［男子］ １００ｍバタフライ ④ ５５秒２５ 野沢拓矢（新潟江南） 
▼ＢＳＮ少年少女水泳大会（８／１７　長岡市・悠久山プール）
［男子］ ５０ｍ背泳ぎ ① ３５秒６５ 雨宮広明（サンマリーン） 
 １００ｍ背泳ぎ ① １分１６秒２３ 雨宮広明（サンマリーン）
 ５０ｍ平泳ぎ ① ３５秒５３ 坂田　匠（ＪＳＳジャンボ） 
 １００ｍ平泳ぎ ① １分１８秒２９ 坂田　匠（ＪＳＳジャンボ） 
 ５０ｍバタフライ ① ３０秒９２ 吉津智司（新潟水泳協会） 
 １００ｍバタフライ ① １分１０秒０３ 吉田周人（ヘルスパークかめだ） 
 ２００ｍ個人メドレー ① ２分３５秒３９ 吉津智司（新潟水泳協会）
 ２００ｍフリーリレー ① ２分０３秒６３ ダッシュ新潟（星川・廣田・岡田・渡辺）
 ２００ｍメドレーリレー ① ２分１７秒１２ ＪＳＳジャンボ（北山・坂田・渡辺・大嶋）
［女子］ ５０ｍ自由形 ① ２９秒８８ 佐々木遥香（新潟水泳協会）

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等
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新潟市体育協会会報別冊

 １００ｍ自由形 ① １分０４秒９２ 佐々木遥香（新潟水泳協会） 
 ５０ｍバタフライ ① ３１秒８９ 佐野瑞希（サンマリーン）
 １００ｍバタフライ ① １分１０秒９５ 佐野瑞希（サンマリーン） 
 ２００ｍ個人メドレー ① ２分３４秒４４ 渡辺愛理（ダッシュ新潟）
 ２００ｍフリーリレー ① ２分０２秒０４ ＪＰＥＣ秋葉（五十嵐・中村・佐藤・盛山）
 ２００ｍメドレーリレー ① ２分１８秒００ ＪＰＥＣ秋葉（五十嵐・大場・中村・盛山）
▼第４７回全国中学校水泳競技大会（８／２１～２３　岩手県盛岡市・盛岡市民総合プール）
［女子］ ８００ｍ自由形 ⑤ ９分０３秒８０ 渡辺美根（巻東・アクシーＭＡＫＩ）
▼第３０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（８／２６～３０　東京都・辰巳国際水泳場）
［男子］ １０才以下５０ｍバタフライ ① ３０秒２６ 吉津智司（新潟水泳協会） 
 １０才以下５０ｍ自由形 ③ ２９秒１９ 吉津智司（新潟水泳協会） 
 １００ｍバタフライ ⑦ ５５秒９７ 野沢拓矢（新潟江南・サンマリーン） 
 ４００ｍ自由形 ⑥ ４分２７秒１４ 渡辺美根（アクシーＭＡＫＩ） 
▼第６２回国民体育大会夏季水泳競技大会（９／３０～１０／３　秋田市・秋田県立総合プール）
［男子］ ２００ｍバタフライ ⑤ ２分００秒９８ 野沢拓矢（新潟県・サンマリーン） 
 ４００ｍ自由形 ⑦ ４分０１秒９８ 小林頌之（新潟県・アクシーＭＡＫＩ） 
 ４００ｍメドレーリレー（少年Ａ） ③ ３分４８秒６８ 野沢拓矢（新潟江南） 
［女子］ ４００ｍ自由形 ⑦ ４分２３秒３４ 渡辺美根（新潟県・アクシーＭＡＫＩ）

サッカー

▼第１６回全日本高校女子サッカー北信越大会（６／８～６／１０　福井県・テクノポート福井スタジアム）
［女子］  ③ 高志 ２－０ 柏崎総合
▼第２９回全日本女子サッカー選手権大会新潟大会（７／１～８　上越市・上越教育大他）
［女子］  ① アルビレックス新潟レディース ４－０ グランセナ新潟ＦＣグレース
▼新潟県中学校体育大会（７／２６・２７　聖籠町・聖籠スポーツセンター）
［男子］  ① 内野 決勝 南浜
▼北信越中学校総合競技大会（８／７・８　信州スカイパーク）
［男子］  ② 内野 決勝 上松（長野県）
▼第１９回全国レディースサッカー大会新潟県大会（９／２　新潟市・グランセナ新潟）
［女子］  ① 亀田ママレード ２－１ ＦＣサーサタンゴ
▼第８６回全国高校サッカー選手権新潟県大会（９／８～１１／１１　県内各地）
［男子］  ① 北越 ２－２　５ＰＫ４ 開志学園ＪＡＰＡＮサッカーカレッジ
▼ジュニアユースサハラカップ２００７北信越大会（９／２９～１０／２１　富山県・砺波運動公園他）
［男子］  ① 青山ＦＣ ２勝１分 リーグ戦
▼第２回秋季高等学校女子サッカー北信越大会（１１／１０・１１　柏崎市・柏崎競技場）
［女子］  ③ 高志 ５－０ 呉羽
▼第１２回新潟県女子サッカー選手権大会（１１／１１　聖籠町・聖籠スポーツセンター）
［女子］ Ｕ－１２の部 ① ＦＣ五十嵐ガールズ ４－２ 県央ガールズ

ボート

▼平成１９年度新潟県高等学校秋季ボート大会（９／１５・１６　阿賀町・県立津川漕艇場）
［女子］ 舵手付クオドルプル ① 新潟南（小堺・白倉・山田・渡辺・小竹） ３分４１秒２８ 
▼第６２回国民体育大会（１０／５～８　秋田県・大潟漕艇場）
［男子］ 舵手付クオドルプル ③ 新潟選抜（新潟南・阿賀黎明） ３分１４秒２８ 
▼第２１回中部高校選抜大会兼全国高校選抜予選会（１０／２０・２１　愛知県・愛知池漕艇場）
［女子］ ダブルスカル ② 石川富士美・岩橋　悠（新潟） ３分４５秒１８ 全国選抜出場

アーチェリー

▼第２３回北信越室内アーチェリー選手権大会（１１／２４・２５　新潟市・西総合スポーツセンター）
［男子］ 高校男子 ① 加藤健資（敬和学園） ５７０点
［女子］ 成年女子 ③ 佐藤百合子（燕市吉田体育館） ５１３点
 高校女子 ③ 秋山舞香（新潟清心） ５１２点

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等
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馬術

▼第６２回国民体育大会（１０／５～９　秋田県仙北市・かくのだて馬術競技場）
［男子］ 成年男子馬場馬術競技 ⑧ 得点率５８．３００％ 塚本　善（コバレントマテリアル新潟・新潟県馬術連盟）
［女子］ 成年女子ダービー競技 ⑤ 減点０ タイム４２．２８秒 上山絵美（新潟市馬術協会・新潟県馬術連盟）
 少年二段階障害飛越競技 ⑥ 減点４ タイム２９．９８秒 桜井風花（東京学館新潟・新潟県馬術連盟）
 少年標準障害飛越競技 ⑦ 減点４ タイム５９．９１秒 宇賀神沙夜（東京学館新潟・新潟県馬術連盟）
 少年リレー競技 ⑦ タイム８０．８８秒 宇賀神沙夜・桜井風花（東京学館新潟・新潟県馬術連盟）
 成年女子トップスコア競技 ③ 得点1140 タイム６５．００秒 五十嵐明子（�アデコ・新潟県馬術連盟）

テコンドー

▼ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２００７全日本ジュニアテコンドー選手権大会（７／２９　長野県松本市・松本市総合体育館）
［男子］ 小学６年男子中量級 ② 遠山雄貴（力心館）
 中学生男子ウェルター級 ③ 片野慶一（力心館） 
 高校男子フェザー級 ③ 高橋　諒（力心館）
▼第１２回東日本オープンテコンドー選手権大会（９／２３　福島県福島市・福島市国体記念体育館）
［男子］ 小学生男子低学年フィン級 ② 森永友馬（力心館）
 小学生男子低学年バンタム級 ① 高橋遼哉（力心館）
 小学生男子低学年バンタム級 ③ 高橋将哉（力心館）
 小学生男子高学年フライ級 ③ 森永恭之佑（力心館）
 小学生男子高学年ライトミドル級 ① 遠山雄貴（力心館）
 小学生男子高学年ライトミドル級 ③ 森田柾也（力心館）
 中学生男子フライ級 ② 吉澤　天（力心館）
 中学生男子バンタム級 ① 片野慶一（力心館）
 中学生男子バンタム級 ③ 川上将史（力心館）
［女子］ 小学生女子高学年フライ級 ② 横野文花（力心館）

ゴルフ

▼関信越高等学校ゴルフ選手権大会（６／１１　栃木県大田原市・那須野ヶ原カントリークラブ） 
［男子］ 団体 ③ 開志学園（渡辺翔太・荒沢祐太・石田卓也） ２２８  
▼第６２回国民体育大会県予選競技会（６／２８・２９　新潟県十日町市・十日町カントリークラブ） 
［男子］ 個人 ① 荒沢祐太（開志学園）   ８１・７５＝１５６
▼北信越国民体育大会（８／３　福井県福井市・ゴールド福井カントリークラブ） 
［男子］ 少年男子団体 ② 　　　　　（藤田　陵・渡辺翔太・荒沢祐太） ２４５
 少年男子個人 ② 藤田　陵（開志学園）   ７５
▼新潟県ジュニア競技大会（８／２２　新潟県胎内市・中条ゴルフ倶楽部） 
［男子］ 個人 ① 藤田　陵（開志学園）   ７３

ダンス

▼第２０回全日本高校・大学ダンスフェスティバル（神戸）（８／６～９　兵庫県神戸市）
［女子］ダンス 特別賞 新潟商業
   笹崎　愛③　土田貴好③　天野真理絵③　風間桃香③　金子有希③
   小出亜未③　小出ともみ③　此村明莉③　小宮　萌③　佐藤詩織③
   井上史央里②　上田美沙紀②　苅部由衣②　小杉かおり②　佐藤知香②
   島田理笑②　高橋りえ②　廣木紗緒梨②　箕輪遥香②　森岡香緒里②
   山本和馬②　渡部沙織②　和泉志歩①　笠原すみれ①　庭山恵里佳①
   馬場ゆみか①

サイクリング

▼第６回枝折峠ヒルクライムｉｎゆのたに（８／５　新潟県魚沼市・大湯温泉）
［男子］ ＭＴＢ年齢区分なし ⑤ ４３分５４秒８４ 小出正明（シルバーウィンドサイクリングクラブ）
▼第２２回全日本マウンテンサイクリングｉｎ乗鞍（８／２６　長野県松本市・乗鞍高原）
［男子］ ＭＴＢ年齢区分なし ⑤ １時間１０分５９秒 小出正明（シルバーウィンドサイクリングクラブ）
▼第２回弥彦ヒルクライム（９／２３　新潟県弥彦村・弥彦スカイライン）
［男子］ ＭＴＢ年齢区分なし ① ２８分５６秒３４ 小出正明（シルバーウィンドサイクリングクラブ）

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等

団体・個人名（所属）、記録、摘要順位種目・種別等

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等

団体・個人名（所属）、記録、摘要順位種目・種別等

摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

新 潟 県
（開志学園）
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▼第１１回武尊ヒルクライム（１１／３　群馬県片品村・武尊高原）
［男子］ ＭＴＢ年齢区分なし ① ３８分１３秒５３ 小出正明（シルバーウィンドサイクリングクラブ）

バウンドテニス

▼第２５回全日本バウンドテニス選手権大会（７／８・９　東京都・東京体育館）
［女子］ ダブルスフリー ① 小林　悠（サウスウインド） ５－３ 岩野・石塚（東京都）
   本田恭子（サウスウインド） 
 シングルスフリー ② 小林　悠（サウスウインド） ２－５ 赤窄すみ子（愛知県） 
▼第３回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会（８／２６　長野県・長野市豊野体育館）
［男子］ シングルスフリー ② 小林直樹（サウスウインド） ４－５ 八木（福井県）
 シングルスフリー ③ 川島朝臣（サウスウインド） ０－５ 八木（福井県）
［女子］ ダブルスシニア ② 高岡美代子（コスポ） ２－４
   前島ヨシノ（コスポ） 
▼第１８回新潟県バウンドテニス親善交流大会（１０／２１　聖籠町・町民体育館）   
［男女］ ダブルスＡクラス ① 井浦登喜男（コスポ）
   本田恭子（サウスウインド）  
 ダブルスＢクラス ① 長岡弘美（コスポ）
   山口美智（しばたＢＴＣ）  
 ダブルスＣクラス ① 石栗恭子（サウスウインド）
   川島亜希子（南浜ＢＴＣ）  
 ダブルスＪｒクラス ① 長谷川　愛（サウスウインド）
   米田妙子（サンスカイ）  

インディアカ

▼第１３回オールにいがたインディアカ親善大会（７／１５　新潟市・東総合スポーツセンター）
［女子］  ① 牡丹山クィーン ２－０ 高工越後美人
▼第２０回全国スポーツレクリエーション祭スポレクあおもり２００７（９／２３・２４　むつ市・しもきた克雪ドーム）
［男女混合］ ① ＮＩＣ ２－１ 秋田県
    ２－１ 静岡県
    ２－１ 愛媛県
▼第１７回新潟県レクリエーション大会ｉｎじょうえつ（１０／１４　上越市・リージョンプラザ上越）
［男子］  ① 牡丹山サクスィード ２－０ 横越ＫＡＴ-ＴＵＮ
［女子］  ① 牡丹山クィーン ２－０ ＮＩＣ

マスターズ陸上競技

▼第２４回北陸マスターズ陸上競技選手権大会（９／９　石川県七尾市・城山陸上競技場）
［男子］ １００㍍ Ｍ５０ ② １５秒４１（＋１．３） 藤由恒雄
 ４００㍍ Ｍ７０ ② １分２５秒９０ 渋谷俊雄
 ８００㍍ Ｍ７０ ① ３分２４秒７７ 渋谷俊雄
 １５００㍍ Ｍ７０ ① ６分５９秒４９ 渋谷俊雄
 ５０００㍍ Ｍ５０ ② ２２分５８秒５３ 藤由恒雄
 ３０００㍍ＳＣ Ｍ５０ ① １４分４７秒２８ 藤由恒雄
 走幅跳 Ｍ６５ ① ５㍍０３（＋０．５） 清水久七郎 大会新
 走高跳 Ｍ７５ ① １㍍２１ 溝間俊一 大会新
 三段跳 Ｍ６５ ① １０㍍８０（＋０．２） 清水久七郎
  Ｍ７５ ① ６㍍６３（＋０．６） 金井二郎
 砲丸投 Ｍ４０ ① １１㍍２２ 中山正広
  Ｍ７５ ① ８㍍５２ 金井二郎
 円盤投 Ｍ４０ ② ３４㍍１４ 中山正広
  Ｍ７５ ① １７㍍７７ 金井二郎
 ハンマー投Ｍ４５ ② ３５㍍９４ 佐藤　修
［女子］ ２００㍍ Ｗ５０ ① ３５秒１４（－２．０） 江口満喜子
 走高跳 Ｗ５０ ① １㍍１２ 江口満喜子
 砲丸投 Ｗ５０ ② ５㍍７０ 江口満喜子
▼第２０回全国スポレク祭マスターズ陸上競技大会（９／２３～２５　青森県営陸上競技場）
［男子］ １００㍍ Ｍ５０ ③ １２秒６３（＋３．３） 中村繁男
 ２００㍍ Ｍ５０ ④ ２７秒０４（＋１．５） 中村繁男

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等

摘要団体・個人名（所属）記録順位種目・種別等

団体・個人名（所属）、摘要記録順位種目・種別等

対戦相手（所属・県名）、摘要記録（得点）等団体・個人名（所属）順位種目・種別等



12 栄光の記録 第20号　平成19年7月～12月

新潟市体育協会会報別冊

 ４００㍍ Ｍ４５ ② ６２秒５４ 渡辺　仲
 走高跳 Ｍ７５ ② １㍍１５ 溝間俊一
［女子］ ４×１００㍍Ｒ  ① ５９秒６７ １走　江口満喜子
 走幅跳 Ｗ５０ ③ ３㍍６７（＋１．０） 江口満喜子
［男女混合］１０００㍍Ｒ ② ２分３４秒２０ １走 江口満喜子
▼第２８回全日本マスターズ陸上競技選手権山口（下関）大会（１０／２６～２８　下関市営陸上競技場）
［男子］ １００㍍ Ｍ５０ ⑦ １２秒４９（＋１．１） 中村繁男
  Ｍ６５ ④ １３秒３４（＋５．１） 鶴巻良助
  Ｍ７５ ⑦ １５秒７８（＋３．１） 鎌田　正
 ２００㍍ Ｍ５０ ⑦ ２６秒３１（＋１．８） 中村繁男
  Ｍ６５ ② ２８秒３０（－２．９） 鶴巻良助
 三段跳 Ｍ６５ ② １０㍍８３（＋２．０） 清水久七郎
 走高跳 Ｍ７５ ① １㍍１５ 溝間俊一
［女子］ ３０００㍍Ｗ Ｗ６５ ① ２１分３２秒４７ 佐藤郁子
▼２００７国際ゴールドマスターズ陸上競技選手権大会（１１／２４・２５　紀三井寺公園陸上競技場）
［男子］ ４００㍍ Ｍ７０ ④ ８４秒８２ 渋谷俊雄
 ８００㍍ Ｍ７０ ④ ３分１９秒０７ 渋谷俊雄
 １マイル Ｍ７０ ④ ７分２９秒３６ 渋谷俊雄
 走幅跳 Ｍ６５ ① ４㍍９５（±０） 清水久七郎
  Ｍ７５ ② ３㍍６９（±０） 溝間俊一
 三段跳 Ｍ６５ ① １０㍍８５（－０．１） 清水久七郎
 走高跳 Ｍ７５ ① １㍍１５ 溝間俊一

摘要団体・個人名（所属）記録順位種目・種別等
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