
栄光の記録（第４０号） 平成２９年１０月～平成３０年３月

【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27回新潟県武術太極拳選手権大会（２月１８日　新潟市・西総合スポーツセンター）
[男子] 男子入門長拳 1 8.61 　櫻井　　琳（新潟市太極拳協会）
[男女] 自選48式・88式 1 8.65 　佐藤小百合（豊栄太極拳協会）

刀術B 1 　8.65 　高橋　渚生（新潟市太極拳協会）
32式太極剣 1 8.65 　山口　勝巳（豊栄太極拳協会）
棍術B 1 8.61 　小堺　慎平（新潟市太極拳協会）　
国際第1套路長拳 1 8.75 　小堺　慎平（新潟市太極拳協会）　
太極拳推手 1 8.41 　山口　勝巳（豊栄太極拳協会）

　山口いづみ（豊栄太極拳協会）
初級刀術 1  8.38 　内山　翔太（新潟市太極拳協会）

【水泳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第40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２７～３０日　東京都・東京辰巳国際水泳場）
[男子] 50m自由形CS 3 22"62 石崎　慶祐（ダッシュ新津） 長岡大手高校

100m平泳ぎCS 7 1'00"73 加藤　永遠（新潟水泳協会） 北越高校
15～16歳100m背泳ぎ 4 54"43 早坂　　亮（ダッシュ新津） 中越高校

[女子] 13～14歳200m自由形 8 2'05"14 佐藤　　愛（アクシー亀田） 山潟中学校
11～12歳200m自由形 7 2'07"64 杉本　妃鞠（新潟水泳協会） 女池小学校

▼第20回日本知的障がい者選手権水泳競技大会（１０月１日　石川県・城北市民運動公園金沢プール）
[男子] 100m自由形 1 55"36 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

200m自由形 1 2'02"68 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

▼第17回全国障がい者スポーツ大会（１０月２８～３０日　愛媛県・松山中央公園アクアパレット松山）
[男子] 25m自由形 1 11"68 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

日本新記録
50m自由形 4 25"03 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

▼アジアユースパラ競技大会（１２月１０～１３日　ドバイ・ハムダンスポーツコンプレックス）
[男子] 100m平泳ぎ 3 1'19"57 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

200m自由形 5 2'11"29 蓮野　巧人（新潟水泳協会） 江南高等特別支援学校

【馬術】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第72回国民体育大会（１０月５～９日　兵庫県・三木ホースパーク）
[女子]

成年女子
自由演技馬場馬術競技

7 62.750% 　徳田　絵美（新潟市馬術協会）

【山岳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第72回国民体育大会（１０月１日　愛媛県）
[男子] 少年男子リード 3 渡辺　颯海（新潟県山岳協会）

少年男子ボルダリング 5 渡辺　颯海（新潟県山岳協会）

▼ユース選手権リード2018（３月２４～２６日　千葉県印西市）
[男子] ユースAリード 5 渡辺　颯海（新潟県山岳協会）
[女子] ユースAリード 3 栗田　湖有（新潟県山岳協会）
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栄光の記録（第４０号） 平成２９年１０月～平成３０年３月

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第20回BSN少年柔道選手権大会（１１月４日　新潟市・鳥屋野体育館）
[男子]4年生40㎏級 1 梨本　侑聖（新潟中央柔道少年団）

4年生40㎏超級 1 騰川　雄喜（白根柔道連盟鳳雛塾）
5年生37㎏級 1 田村　建樹（小須戸柔道スポーツ少年団）
6年生40㎏級 1 廣田　雄介（新潟中央柔道少年団）

[女子]5年生40㎏超級 1 花木　実友（白根柔道連盟鳳雛塾）

▼第26回新潟県中学校柔道新人体重別大会（１２月１０日　新潟市・鳥屋野体育館）
[男子]66㎏級 1 佐藤　治輝（光晴中学校）

81㎏級 1 川田　丈尋（白根第一中学校）
90㎏級 1 齋藤　大貴（藤見中学校）

[女子]44㎏級 1 渡辺小由希（山潟中学校）
48㎏級 1 白倉　　舞（寄居中学校）
57㎏級 1 小林　祐月（白根北中学校）
70㎏超級 1 大関　　愛（新潟第一中学校）

▼第10回新潟県中学校1年生柔道体重別大会（１月８日　新潟市・新津武道館）
[男子]45㎏級 1 間　　柚稀（新津第一中学校）

50㎏級 1 藤田　賢宗（葛塚中学校）
55㎏級 1 榎本　慎太（新潟第一中学校）

[女子]70㎏超級 1 櫻井　綾乃（小針中学校）

【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回北信越小学生バドミントン選手権大会（１０月７～８日　石川県・いしかわ総合体育館）
[男子]ﾀﾞﾌﾞﾙｽ6年生以下 1 菅井　康司（はちみつjr）

渡辺　麗音（はちみつjr）
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ4年生以下 2 佐藤　佑羽（豊栄ジュニア）

松澤　侑也（豊栄ジュニア）
ｼﾝｸﾞﾙｽ5年生以下 1 稲川蓮二郎（豊栄ジュニア）
ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 3 矢田　　紬（プログレス）

[女子]ﾀﾞﾌﾞﾙｽ6年生以下 3 斉藤　舞音（白根エンゼルス）
笹川　　凛（白根エンゼルス）

ｼﾝｸﾞﾙｽ4年生以下 3 佐藤　弥生（白根エンゼルス）

▼第14回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会（１１月１８日　阿賀野市・ささかみ体育館）
[男子]6年生の部 1 はちみつjr
[女子]6年生の部 1 白根エンゼルス

▼第18回新潟県中学生バドミントン選手権大会（１２月２日　新潟市・新潟市体育館）
[女子]シングルス 1 遠藤　愛加（木戸中学校）

▼第26回全国小学生バドミントン選手権大会（１２月２２～２６日　広島県・グリーンアリーナ）
[男子]6年生以下ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 5 菅井　康司（はちみつjr）

渡辺　麗音（はちみつjr）
5年生以下ｼﾝｸﾞﾙｽ 5 稲川蓮二郎（豊栄ジュニア）

▼第11回新潟県中学生バドミントン団体選手権大会（２月２４～２５日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[女子]団体 1 木戸中学校

▼第29回北信越小学生バドミントン選手権大会（３月３～４日　福井県・福井県営体育館）
[男子]6年生 3 はちみつjr

5年生 2 豊栄ジュニア
[女子]6年生 1 白根エンゼルス

6年生 3 新津ジュニア

▼第18回全日本中学生バドミントン選手権大会（３月２３～２５日　奈良県・田原本町中央体育館）
[男女]都道府県対抗団体戦 5 新潟県

【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39回新潟県ミニバスケットボール大会（１２月２～３日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[女子] 1 浜浦ウィンドガールズ 32-31 亀田ウエストサンズ（新潟市）

▼第37回北信越ミニバスケットボール大会（１２月２３～２４日　富山県・黒部市総合体育センター）
[女子] 2 亀田ウエストサンズ 34-38 輪島レッドイーグルス（石川県）

▼第32回BSN杯新潟県中学校選抜新人バスケットボール大会（１月１３日・２０～２１日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 1 鳥屋野中学校 78-42 東北中学校（長岡市）
[女子] 1 新潟柳都中学校 54-40 新潟清心女子中学校（新潟市）

【剣道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼新潟県中学校選抜大会（１１月２６日　新潟市・亀田総合体育館）
[男子]団体 1 小針中学校

（安倍　伸亮、田畑　政樹、波多野伸之介
　田村　悠成、五十嵐慎浩、渡邉　義弘、
　丸山　広汰）

3-2 燕中学校
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栄光の記録（第４０号） 平成２９年１０月～平成３０年３月

【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72回国民体育大会（１０月１～４日　愛媛県・伊予三島運動公園体育館）
[女子]サーブル団体 3 新潟県

（吉田　綾、小林かなえ、木下　梨那）

【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２０～２１日　新潟市・マリンブルーＴＳ）
[男子]３５歳以上 1 村木　和弥　（ファミリーITC） 9-7 小柳　良生（ジャンボITS）

４５歳以上 1 尾身　康廣　（cresc.） 8-4 斎藤　英助（村上TC）
６５歳以上 1 福本順三郎　（ファミリーITC） 8-2 小松　　敏（Vinton'S.B.T.C.）

[女子]一般 1 沼野　菜海　（ジャンボITS） 8-3 田中　泰子（三条ファミリーTC）

▼新潟県室内テニス選手権大会タブルスの部（２月１７～１８日　新潟市・マリンブルーTS）
[男子]一般 1 小林　佑介　（ファミリーITC）

結城慎之介　（亜細亜大学）
8-6 小磯孝太郎（YeLL）

二宮　大輝（YeLL）
３５歳以上 1 木村　嘉彦　（ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟）

村木　和弥　（ファミリーITC）
3チーム
リーグ戦

４５歳以上 1 小林　光一　（ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS）
佐藤雄一郎　（MYTC）

9-7 三吉　　亘（T&S新発田ITS）
丸山　　茂（ゴーゴーズ）

５５歳以上 1 五十嵐重智　（ササキTC）
坂口　吉彦　（ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS）

DEF 山田　義正（三菱ガス化学TC）
中川　正彦（ファミリーITC）

６５歳以上 1 入山いおり　（ファミリーITC）
伊藤　吉蔵　（ファミリーITC）

8-3 近藤　　博（長岡岡友)
福本順三郎（ファミリーITC)

[女子]４０歳以上 1 荻荘　麻美　（ファミリーITS）
小島　昌子　（ファミリーITS）

9-7 畑川百合子（ジャンボITS）
田中由美子（ﾃﾆｽｽﾃｰｼｮﾝ新潟）

【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

▼第72回国民体育大会（１０月４～９日　愛媛県・松前町体育館）
[男子]ライトフライ級 3 滝澤　栄吉　（開志学園高校）

少年バンタム級 5 早川　温貴　（開志学園高校）
少年ミドル級 1 近藤　　陸　（開志学園高校）

▼第69回全日本社会人選手権大会（１２月１７日　鳥取県・米子市）
[男子] 2 新潟市ボクシング協会

【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

▼東日本ジュニア地区リーグ戦（１０月８日　仙台市）
[男子]ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

中学生
1 新潟県選抜 リーグ戦

（福島、宮城）

▼ヒーローズカップ関東大会（１２月３日　埼玉県・熊谷RG）
[男女]ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

小学生
1 新潟市Jrラグビースクール １次リーグ戦

▼新潟県スーパー8（社会人リーグ）（５月～１１月　新潟市・太夫浜、陸上競技場）
[男子]ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

社会人
1 ハーフブラックス ８チームリーグ戦

▼地区大学選手権（１０～１２月　北関東地区）
[男子]ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ

大学生
1 新潟大学 関東地区大会 全国大会出場

【空手道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第12回北信越小中学生空手道選手権大会（１０月１５日　石川県・加賀市スポーツセンター）
[男子]小学3年生男子形 3 春日　仁惺（新潟西）

小学5年生男子形 1 中丸　大介（聖武会）
中学2・3年生男子形 3 小泉　瑠寧（白山空手道会）
小学1年生男子組手 2 齊藤　蒼翔（新空会）

[女子]小学1年生女子組手 3 湯田優珠奈（新空会）

▼第37回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会（１０月２１～２２日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
[男子]男子団体形 1 新潟第一高校

男子個人形 1 宮山　隼斗（新潟第一高校）
[女子]女子個人組手

-59㎏級
1 塩谷　奏衣（新潟第一高校）

▼第31回北信越高等学校空手道選手権大会（１１月２４～２６日　石川県・加賀市スポーツセンター）
[男子]男子個人形 5 宮山　隼斗（新潟第一高校） 全国選抜出場

【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 記録 対戦相手 摘要

▼第63回新潟県弓道選手権（１１月３～５日　長岡市・長岡市民体育館弓道場）
[男子]団体 1 新潟江南高校 3勝0敗 全国選抜出場

個人 1 斎藤　　凪（新潟青陵高校） 12射11中 全国選抜出場
[女子]個人 1 杉﨑　菜摘（新潟青陵高校） 12射12中 全国選抜出場
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【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5回北信越ブロックバウンドテニス選手権新潟県予選大会（１０月２日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子]ダブルスミドル 1 小池　哲也

長野　秀幸
シングルスフリー 1 川島　朝臣
シングルスミドル 1 豊島　　献

[女子]ダブルスシニア 1 遠山ゆみ子
山崎千代子

シングルスフリー 1 本保　純子
シングルスシニア 1 内山志津子

▼第13回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会（１２月３日　富山県・滑川市総合体育センター）
[男子]ダブルスフリー 3 石崎　守彦

石田　博之
ダブルスミドル 2 川島　朝臣

吉越　光彦
[女子]ダブルスシニア 1 遠山ゆみ子

山崎千代子
ダブルスシニア 2 山田加代子

黒川美枝子

▼第5回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（３月１８日　聖籠町・聖籠町総合体育館）
[男子]小学生高学年の部 1 穆　　雲彰
[女子]中学生の部 1 遠藤　衣純

【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35回全日本テコンドー選手権大会（１１月１９日　東京都・渋谷区西原小学校）
[男子]キョルギ・小学生

1・2年生の部
1 丹羽　理寧（勇道館）

キョルギ・小学生
4年生の部

2 長谷川守都夷（勇道館）

キョルギ・小学生
6年生の部

2 佐藤　拓心（勇道館）

キョルギ・小学生
6年生の部

3 長谷川湊夷（勇道館）

キョルギ・中学生
1年生の部

2 舘野　力樹（力心館）

キョルギ・一般
58kg級

3 河井　琉弥（勇道館）

キョルギ・一般
80kg級

2 魚野　洋樹（力心館）

プムセ・小学生
2～4年生の部

3 丹羽　理寧（勇道館）

プムセ・小学生
2～4年生の部

3 長谷川守都夷（勇道館）

プムセ・小学生
5年生の部

1 丹羽　洸寧（勇道館）

プムセ・小学生
6年生の部

2 長谷川湊夷（勇道館）

プムセ・小学生
6年生の部

3 長澤　辰朗（勇道館）

プムセ・一般 3 魚野　洋樹（力心館）
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