
順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ ③ 山崎竜司（木戸小）
２回戦：本瀬（富山）○
３回戦：蔵谷（石川）○
準決勝：片桐（新潟）●

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ 成年男子 ① 石山俊朗（新潟総合警備保障） 浜崎良太（岡山）

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ 成年男子エペ ① 新潟県（足立・笠原・平野）

［女子］ 成年女子サーブル ③ 新潟県（正生・荻根澤・大橋）

［男子］ 少年男子フルーレ ④ 新潟県（加藤・北村・吉沢）

成年男子フルーレ ⑥ 新潟県（足立・笠原・平野）

［女子］ 中学女子フルーレ ③ 新潟聖籠合同チーム（木下・古俣）

［男子］ 小学男子 ③ 新潟聖籠合同チーム（古俣）

［男子］ 男子エペ ① 吉沢有紀（東京学校新潟高校）

男子エペ ② 山崎大知（東京学校新潟高校）

［女子］ 女子サーブル ⑦ 荻根澤千鶴（新潟クラブ）

［男子］ 男子エペ ⑧ 笠原崇弘（新潟クラブ）

［男子］ カデ男子エペ ① 吉沢有紀（東京学館新潟高校）

［男子］ カデ男子エペ ② 山崎大知（東京学校新潟高校）

［男子］ カデ男子サーブル ⑤ 宮村洸達（東京学館新潟高校）

［男子］ 男子エペ ④ 北村直之（北越高校）

［男子］ 高校男子フルーレ ① 加藤祥（新潟青陵高校）

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［女子］ ミニバスケットボール ① 大形イーグルス ３５－３０

［男子］ ミニバスケットボール ② 葛塚ウィングス ２６－４９ 川中島籠球倶楽部（長野県）

［女子］ バスケットボール ① 新潟市立鳥屋野中学校 ９１－５１ 新潟市立山ノ下中学校

［女子］ ミニバスケットボール ブロック③ 大形イーグルス ３５－３６ 美川ＭＢＣ（愛知県）

▼第２９回北信越ミニバスケットボール大会　（１２／２６～２７　　福井県・福井県営体育館）

▼第４１回全国ミニバスケットボール大会　（３／２８～３０　　東京都・代々木体育館）

▼第２４回ＢＳＮ杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会　（１／２３～２４　　新潟市・東総合スポーツセンター）

バスケットボール

種目・種別等

▼第６４回国民体育大会トキめき新潟国体　（１０／２～５　　聖籠町・聖籠町総合体育館）

▼第１０回全日本少年フェンシング団体選手権大会　（１０／３１～１１／１　東京都・台東リバーサイドスポーツセンター体育館）

▼２０１０年ワールドカップＡ大会日本代表及び強化指定選手選考会　（２／６　東京都・国立スポーツ科学センター）

対戦相手（所属・県名）、摘要

▼第１７回ＪＯＣジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会兼２０１０年世界ジュニア・カデ・フェンシング選手権大会最終選考会　（１／８～１１　東京都・駒沢オリンピック公園体育館）

▼第１０回関東少年フェンシング大会　（２／７　群馬県・高崎市中央体育館）

対戦相手（所属・県名）、摘要種目・種別等

▼第３１回新潟県ミニバスケットボール大会　（１２／５～６　　新潟市・東総合スポーツセンター）

鏡淵レインボーミラーズ（新潟市）

対戦相手（所属・県名）、摘要種目・種別等

▼２０１０年ユースオリンピック・フェンシング競技シンガポール大会選考会（兼）２０１０年カデ世界選手権大会選手選考会　（１２／１９～２０　東京都・国立スポーツ科学センター）

相撲

フェンシング

▼JOCジュニアオリンピックカップ全日本小学生相撲優勝大会第12回北信越大会　（１０／１８　石川県・石川県立武道館屋内相撲場）

ボクシング
種目・種別等 対戦相手（所属・県名）、摘要

▼第６４回国民体育大会トキめき新潟国体　（１０／１～６　　加茂市・加茂市勤労者体育センター）

▼第６２回全日本フェンシング選手権大会　（１２／２４～２７　千葉県・松戸運動公園体育館）
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順位 団体・個人名（所属） 摘要

［男子］ 成年　馬場馬術 ③ 62.350% 塚本　善(新潟市馬術協会)

成年　自由演技馬場馬術 ④ 61.650% 塚本　善(新潟市馬術協会)

少年　団体障害飛越 ① 五十嵐裕哉(緑苑乗馬ク)・榎本祐紀(新潟市馬術協会)

少年　標準障害飛越 ⑥ タイム４０．７０ 五十嵐裕哉(緑苑乗馬ク)

少年　二段階障害飛越 ⑤ タイム２９．０６ 五十嵐裕哉(緑苑乗馬ク)

成年　六段階障害飛越 ⑥ ＪＯ減点４ 國元智史(新潟市馬術協会)

［女子］ 少年　馬場馬術 ① 62.333% 桜井風花(新潟市馬術協会)

少年　自由演技馬場馬術 ① 66.200% 桜井風花(新潟市馬術協会)

成年　ダービー ② ＪＯ減点０　タイム４５，０２ 上山絵美(新潟市馬術協会)

成年　自由演技馬場馬術 ① 66.250% 上山絵美(新潟市馬術協会)

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［女子］ 一般シングルス ① 佐藤由唯（ザ・テニスステージ） ８－２ 土屋（ファミリーITC)

［男子］ ４５歳以上シングルス ① 伊藤孝幸(ササキＴＣ) ８－４ 平山(シバタロイヤルTC)

［男子］ 一般男子ダブルス ①
木村嘉彦・小林佑介
(テニスステーション・ファミリーＩＴＳ)

８－６ 伊藤・A.Cordell（ササキTC・KAZAMA.TA）

３５歳以上ダブルス ①
加藤直樹・岩渕毅
（テニスステーション・ICHIKOテニスク）

８－５ 岩﨑・小玉（マリンブルーTS)

５５歳以上ダブルス ①
福本順三郎・近藤博
（ファミリーITC・岡友テニスクラブ）

８－４ 太田・和久井（ファミリーITC・スポーツガーデン新潟）

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ ① 小松悠・伊比達彦（巻高） ４－３

［女子］ ① 松田尚子・坂井佳世（巻高） ４－２ 相田・丸山（三条ＥＴＣ）

［女子］ ５５歳以上の部 ① 山田喜代子・船久保光子（火曜会 ３勝０敗

［男子］ ４５歳以上の部 ① 高橋啓二・若林功（東北電力新潟） ４勝０敗 渡辺・山寺（交友ク）

５５歳以上の部 ① 高野利之・池田博武（交友ク・新潟市役所） ４－１

６５歳以上の部 ① 小林清・梅澤守（新潟百歳会） ４勝０敗

［女子］ ① 平原亜季美・長谷川友紀（ハピスカ豊栄・巻ク）　４－３

［女子］ ４年生以下女子 ① 鈴木愛香・石山亜美（巻ジュニア） ４－１ 斉藤・田辺（白根スポ少）

［女子］ 中学生 ① 田畑芽吹・中山恵未（巻西中） ５勝０敗

［女子］ ① 保科友佳里（新潟大） ４－１

馬　術

▼新潟県室内テニス選手権大会　（１／３０～３１　新潟市・マリンブルーテニススクール）

▼県学年別小学生大会兼全国大会予選会　（１２／２３　　五泉市・五泉市総合体育館）

栄光の記録 第２４号 　平成2１年10月～3月 ②

ソフトテニス

▼県シングルス選手権大会兼全日本予選会　（３／２８　　胎内市・国際交流コート）

記録種目・種別等

▼新潟県室内テニス選手権大会　（１／１６～１７　　新潟市・FITザ・テニスステージ）

大地・佐野（白根高）

対戦相手（所属・県名）、摘要種目・種別等

▼県インドア選手権大会兼北信越大会予選会　（１２／６　　上越市・上越リュ－ジョンプラザ）

▼越後一の宮杯兼秋季県選手権大会　（１０／１１　弥彦村・弥彦神苑テニスコート）

小島・前澤（日体大・和洋女大）

▼秋季県シニア選手権大会　（１０／１２　　村上市・グリーンパークあらかわテニスコート）

▼第６４回国民体育大会トキめき新潟国体　（１０／２～６　　三条市・三条市特設馬術競技場）

赤澤（新潟大）

テニス
対戦相手（所属・県名）、摘要種目・種別等

▼都道府県対抗新潟県選抜最終予選会　（１２／１９　　燕市・市体育館他）



順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ 第２地区ブロック（中学生） ① 新潟選抜 ５１－０ 宮城選抜

新潟選抜 ７７－０ 福島選抜

［男子］ カップセミファイナルリーグＢ ② 新潟選抜 １５－７ 茨城選抜

新潟選抜 ２４－２８ 神奈川選抜

［男子］ 第２ブロック（中学生） ⑤ 新潟選抜 １２－３２ 長崎選抜

新潟選抜 ３１－１０ 愛知選抜

新潟選抜 ３８－０ 愛媛選抜

順位 団体・個人名（所属） 摘要

［女子］ １３～１４歳　１００ｍ自由形 ⑧ 清水結佳（ＪＳＳジャンボ）

１３～１４歳　２００ｍ自由形 ⑦ 清水結佳（ＪＳＳジャンボ）

順位 団体・個人名（所属） 摘要

［女子］ 少年シーホッパー級ＳＲ ② 太田七海(新潟南)

順位 団体・個人名（所属） 摘要

［男子］ ＭＴＢ年齢区分なし ① 小出正明(シルバーウィンドサイクリングクラブ)

順位 団体・個人名（所属） 摘要

［女子］ ２４式太極拳 ① 中村のり(新潟市太極拳協会)

規程総合太極拳 ① 後藤瑞恵(新潟市太極拳協会)

［男女］ 自選楊式・陳式太極拳 ① 椎井茂子(新潟市太極拳協会)

入門長拳 ① 宮尾宙尚(新潟市太極拳協会)

初級長拳 ① 高口琴乃(新潟市太極拳協会)

スポレク競技 ① 泉智慶(豊栄太極拳協会)

順位

［男子］ 男子有段シニア２ ⑥ 和泉和男(本部道場) １３．７点

▼第２９回東日本中学生ラグビーフットボール大会　（１１／１４　横浜市・保土ヶ谷ラグビー場）

記録

▼全日本プムセ選手権大会　（３／７　　大阪市・金剛学園）

団体・個人名（所属）、記録、摘要

５７秒９０

テコンドー

５２分３３秒

▼第１回佐渡ヒルクライム２００９　（１１／１　佐渡市・大佐渡スカイライン）

種目・種別等

▼Ｕ－１５ジュニアラグビー都道県ラグビースクール選抜チーム対抗戦　（１０／１２　　新潟市・鳥屋野球技場）

対戦相手（所属・県名）、摘要

２分０３秒７２

種目・種別等

▼第１５回全国ジュニアラグビーフットボール大会　（１２／２９～３１　東大阪市・花園ラグビー場）

記録

水泳
種目・種別等

▼第３２回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技会(３／２７～３０　東京都・辰巳国際水泳場)

▼第６４回国民体育大会(１０／２～１０／５　聖籠町・網代浜船溜り)

セーリング
種目・種別等 記録
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ラグビーフットボール

8.86

8.65

8.55

種目・種別等 記録

太極拳

▼第１９回新潟県武術太極拳選手権大会　（３／７～　　新潟市・西総合スポーツセンター）

8.56

8.65

種目・種別等

サイクリング

8.50



順位 団体・個人名（所属） 摘要

［女子］ 大回転 ④ 渡辺久留美（出身新発田商ー専修大）

［女子］ スーパー大回転 ⑤ 渡辺久留美（出身新発田商ー専修大）

［男子］ 大回転４０歳代 ① 高橋光一(新潟スキー協会)

［女子］ 大回転６５歳代 ① 山崎淳子（新潟スキークラブ）

［男子］ 回転 ① 渡辺拓也（出身新発田商－日大）

［男子］ 大回転５０歳代 ① 大塚太（新潟スキー協会）

大回転５０歳代 ① 大塚太（新潟スキー協会）

［女子］ 大回転４０歳代 ③ 近藤聡子(新潟スキー協会)

［男子］ 大回転 ⑩ 渡辺拓也（出身新発田商－日大）

［女子］ 大回転 ④ 渡辺久留美（出身新発田商ー専修大）

［女子］ 大回転 ② 渡辺久留美（出身新発田商ー専修大）

回転 ① 渡辺久留美（出身新発田商ー専修大）

［男子］ 大回転４０歳代 ③ 高橋光一(新潟スキー協会)

大回転６５歳代 ③ 山崎淳子（新潟スキークラブ）

［男子］ 大回転４０歳代 ② 高橋光一(新潟スキー協会)

大回転４０歳代 ③ 窪田勝博（新潟スキー協会）

［女子］ 大回転６５歳代 ② 山崎淳子（新潟スキークラブ）

［男子］ 大回転４０歳代 ② 高橋光一(新潟スキー協会)

大回転４０歳代 ③ 窪田勝博（新潟スキー協会）

大回転５５歳代 ③ 荒川静雄（新潟スキー協会）

［女子］ 大回転６５歳代 ① 山崎淳子（新潟スキークラブ）

［男子］ 大回転 ① 渡辺拓也（出身新発田商－日大）

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［男子］ ① 新潟アイスホッケークラブ 決勝２－１ 中日ウイングス（愛知県） ブロック大会

［男子］ ③ 新潟県代表チーム ３位決定戦　９－３ 石川県代表（石川県） ブロック大会

順位 団体・個人名（所属） 記録（得点）

［女子］ ③ 牡丹山クィーン

３位決定戦
２１－１８
１６－２１
２１－１８

プッチインディーズ（千葉）

▼第２５回関東スキー選手権大会　（３／２６～２８　　片品村・岩鞍スキー場）

１分３５秒３８

▼第８８回全日本スキー選手権大会　（３／１６～１９　　山ノ内町・志賀高原）

種目・種別等 対戦相手（所属・県名）、摘要

種目・種別等 記録

▼第１３回新潟県マスターズスキー大会　（１／２９～３１　　南魚沼市・六日町八海山スキー場）

▼三笠宮賜杯第５８回中部日本スケート競技会アイスホッケー競技大会（２／２７～２８　　山梨県・甲府市小瀬スポーツ公園アイスアリーナ）

１分０９秒９０

５９秒６８

１分１７秒２７

１分４２秒９４

▼第３回大原スプリングマスターズ　（４／２～４　　魚沼市・大原スキー場）

▼第１回中部地区アイスホッケークラブチャンピオンズリーグ　（１１／２１～２２　　長野県・長野市ビッグハット）

アイスホッケー

１分０９秒１３

▼第３回八海山麓マスターズスキー大会　（１／１６～１７　　南魚沼市・八海山麓スキー場）

１分１４秒４２

栄光の記録 第２４号 　平成2１年10月～3月 ④

５９秒５６

スキー

▼第８３回全日本学生スキー選手権大会　（１／１１～１７　　白馬村・ハクバ４７スノーパーク）

１分１２秒０３

２分００秒９６

５６秒４０

▼第２５回全日本学生アルペンチャンピオン大会　（１／３～９　山ノ内町・志賀高原）

インディアカ
種目・種別等

▼第２回車山高原カップ　（１／２７　　茅野市・車山高原）

１分３６秒３６

１分１５秒３５

１分５６秒１３

２分０１秒１８

▼第６５回国民体育大会冬季大会　（２／２６　札幌市・テイネハイランド）

▼第８回キューピットカップ　　（４／２～４　上越市・キューピットバレー）

▼第３２回関東甲信越インディアカ大会　（１１／１５　　栃木県・鹿沼市鹿沼フォレストアリーナ）

対戦相手（所属・県名）、摘要

５６秒４９

５９秒９４

１分１１秒０４

１分１１秒１８

１分３０秒２５

１分１１秒５７

１分２７秒８８

▼第２回赤倉観光リゾートマスターズスキー大会　（３／２６～２８　　妙高市・赤倉観光リゾート）
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