
栄光の記録（第４１号） 平成３０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34回日清カップ全国小学生陸上競技交流大会新潟県予選会（７月８日　新潟市・デンカビッグスワン）
[男子] 小学6年100ｍ 1 12"92 村上　　諒（新潟ジュニアT&F）

▼第8回新潟県小学生陸上競技選手権大会（９月２日　新潟市・デンカビッグスワン）
[男子] 3・4年共通

4×100ｍリレー
1 1'00"95 新潟ジュニアT&F

（本間　瑞貴、藤田　孝惇、
　寺下　一樹、発地　幹太）

大会新記録

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　柏崎市・柏崎市陸上競技場）
[男子] 800ｍ 1 2'01"79 西野　航史（坂井輪中学校）

走高跳 1 1ｍ80 三輪　柊友（関屋中学校）
[女子] 100ｍ 1 12"68 荒木珠里愛（新潟柳都中学校）

走幅跳 1 5ｍ62 稲川　暖乃（東石山中学校）
砲丸投げ 1 12ｍ21 浅妻ひなた（五十嵐中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月８日　石川県・石川県西部緑地公園陸上競技場）
[男子] 400ｍ 2 51"39 野内　優義（新潟柳都中学校）

4X100mR 2 43"81 新津第二中学校
（佐々木裕真、原　辰之介、
　長井　　翼、鷲澤　　蓮）

800ｍ 3 2'00"47 佐藤　優大（早通中学校）
[女子] 走幅跳 2 5ｍ53 稲川　暖乃（東石山中学校）

▼新潟県高等学校総合体育大会（５月２５～２８日　新潟市・デンカビッグスワンスタジアム）
[男子] 100ｍ 1 10"72 稲毛　　碧（東京学館新潟高校）

200ｍ 1 21"28 稲毛　　碧（東京学館新潟高校） 大会新記録
400ｍ 1 48"47 加藤　翔太（東京学館新潟高校）
800ｍ 1 1'57"26 近藤　圭太（北越高校）
110ｍH 1 14"31 曽我賢太郎（新潟明訓高校）
走高跳 1 2ｍ08 土井　颯馬（新潟南高校）
三段跳 1 14ｍ19 泉井　　陸（新潟工業高校）
4X100mR 1 41"26 東京学館新潟高校

（青木　遥可、平田　勇晟、
　加藤　翔太、稲毛　　碧）

4X400mR 1 3'16"84 新潟商業高校
（菅原　　翼、井原　　慎、
　土田　耀大、相川　麦太）

[女子] 100ｍ 1 12"08 田中　更紗（新潟商業高校）
200ｍ 1 24"83 田中　更紗（新潟商業高校）
400ｍ 1 56"07 長井　未吹（新潟商業高校）
800ｍ 1 2'11"79 小林　朋子（新潟商業高校）
1500ｍ 1 4'33"61 小林　朋子（新潟商業高校）
100ｍH 1 14"54 関口　奈々（新潟明訓高校）
400ｍH 1 1'03"26 武田　愛菜（新潟商業高校）
走高跳 1 1ｍ64 山口　　悠（新潟商業高校）
走幅跳 1 5ｍ63 吉田　実瑚（日本文理高校）
三段跳 1 11ｍ04 樋口　夢乃（日本文理高校）
砲丸投 1 11ｍ53 森川加奈子（新潟明訓高校）
やり投 1 44ｍ38 今井明日香（日本文理高校）
4X100mR 1 47"32 新潟商業高校

（田中　更紗、長井　未吹、
　遠山　侑里、吉井里々子）

4X400mR 1 3'49"00 新潟商業高校
（岡部　愛実、武田　愛菜、
　中川　聡美、長井　未吹）

▼北信越高等学校体育大会（６月１４～１７日　福井県・福井県営陸上競技場
9.98スタジアム）
[男子] 200ｍ 3 21"57 加藤　翔太（東京学館新潟高校）

110ｍH 2 14"41 曽我賢太郎（新潟明訓高校）
110ｍH 3 14"60 多田　恭輔（東京学館新潟高校）
400ｍH 3 53"96 荒川　康生（新潟明訓高校）
4X100mR 2 41"40 東京学館新潟高校

（菅原　悠太、稲毛　　碧、
　加藤　翔太、平田　勇晟）

走高跳 1 2ｍ10 土井　颯馬（新潟南高校）
[女子] 100ｍ 1 11"88 田中　更紗（新潟商業高校）

100ｍ 2 12"00 吉井里々子（新潟商業高校）
200ｍ 2 24"62 田中　更紗（新潟商業高校）
400ｍ 1 56"19 長井　未吹（新潟商業高校）
400ｍ 2 56"78 中川　聡美（新潟商業高校）
4X100mR 1 47"07 新潟商業高校

（田中　更紗、長井　未吹、
　遠山　侑里、吉井里々子）

4X400mR 2 3'47"78 新潟商業高校
（岡部　愛実、遠山　侑里、
　中川　聡美、長井　未吹）

走幅跳 2 5ｍ72 吉田　実瑚（日本文理高校）
やり投 1 44ｍ48 今井明日香（日本文理高校）

▼全国高等学校総合体育大会（８月２～６日　伊勢市・三重交通Gスポーツの杜
伊勢陸上競技場）
[男子] 走高跳 3 2ｍ06 土井　颯馬（新潟南高校）
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栄光の記録（第４１号） 平成３０年４月～９月

【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２２日　新潟市・亀田総合体育館）
[女子] 団体 1 8.850 山の下中学校

個人 1 20.400 古俣　舞愛（下山中学校）

▼北信越中学校総合体育大会（８月１０日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[女子] 個人 3 20.900 古俣　舞愛（下山中学校）

【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２２日　上越市・リージョンプラザ上越インドアスタジアム）
[男子] 団体総合 1 106.100 小新中学校

種目別あん馬 1 12.000 相田　陸真（小新中学校）
[女子] 種目別段違い平行棒 1 12.600 平林やぶき（上山中学校）

▼北信越中学校総合体育大会（８月７日　石川県・小松総合体育館）
[男子] 団体総合 2 105.450 小新中学校
[女子] 個人総合 2 52.400 平林やぶき（上山中学校）

種目別段違い平行棒 2 13.250 平林やぶき（上山中学校）
種目別ゆか 2 13.900 平林やぶき（上山中学校）

【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

▼新潟県高等学校総合体育大会（６月３日　新潟市・中之口体育館）
[女子] 団体演武の部 1 253点 新潟南高校

（平野　愛佳、伊藤　里緒、坂村　瑞希、
　野村　奈央、高木　瑛里、藤野　珠妃、
　齋藤　倫瑠、石井　舞）

【ダンス】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第71回新潟県高等学校総合体育大会兼第31回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸予選会（６月２日　新潟市・新潟県民会館）
[女子] 創作ダンス 1 Stray Sheep 新潟清心女子高等学校

（望月　彩乃、寺澤　榛花、田中　　紬、
　吉田江莉奈、熊谷　　舞・新田　優菜、
　吉井　友理、菊池　朱里、澁谷　真衣、
　青柳　美杏、植松万里奈、和田梨佳子、
　五十嵐亜麻、宮川　優月、山本いちご、
　渡邉　茉音）

最優秀賞

▼第31回全日本高校・大学ダンスフェスティバル神戸（８月７～１０日　神戸市・神戸文化ホール）
[女子] 創作ダンス ベスト

4
Stray Sheep 新潟清心女子高等学校

（望月　彩乃、寺澤　榛花、田中　　紬、
　吉田江莉奈、熊谷　　舞・新田　優菜、
　吉井　友理、菊池　朱里、澁谷　真衣、
　青柳　美杏、植松万里奈、和田梨佳子、
　五十嵐亜麻、宮川　優月、山本いちご、
　渡邉　茉音）

神戸市長賞

【自転車】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第5回鳥海山ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝﾋﾙｸﾗｲﾑfrom日本海（６月１６日　秋田県・鳥海ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ象潟～鉾立）
[男子] にかほステージ

MTB年齢区分なし
2 1時間20分13秒 小出　正明（Charico）

▼第5回鳥海山ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝﾋﾙｸﾗｲﾑfrom日本海（６月１７日　山潟県・鳥海ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ遊佐～鉾立）
[男子] 遊佐ステージ

MTB年齢区分なし
3 1時間07分18秒 小出　正明（Charico）

▼第5回鳥海山ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝﾋﾙｸﾗｲﾑfrom日本海（６月１６～１７日　山形県、秋田県・鳥海ﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ）
[男子] ２ステージ総合

MTB年齢区分なし
2 2時間27分31秒 小出　正明（Charico）

▼新潟県高等学校総合体育大会（５月２７日、６月３日　弥彦村・弥彦村特設コース、弥彦競輪場）
[男子] 1kmタイムトライアル 1 1'10"18 上野　颯斗（新潟第一高校）

4km速度競走 1 5'23"78 上野　颯斗（新潟第一高校）
3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 1 3'47"46 上野　颯斗（新潟第一高校）
ポイントレース 1 46点 上野　颯斗（新潟第一高校）
個人ロードレース 1 57'54 上野　颯斗（新潟第一高校）

[女子] 500ｍタイムトライアル 1 41"02 阿部　花梨（万代高校）
2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 1 2'57"75 阿部　花梨（万代高校）
個人ロードレース 1 40'50 阿部　花梨（万代高校）

▼北信越高等学校総合体育大会（６月１４～１７日　富山県・富山競輪場、氷見市特設コース）
[男子] 1kmタイムトライアル 3 1'11"474 上野　颯斗（新潟第一高校）

ポイントレース 2 59点 上野　颯斗（新潟第一高校）
個人ロードレース 1 47'35"45 上野　颯斗（新潟第一高校）

[女子] 500ｍタイムトライアル 3 41"446 阿部　花梨（万代高校）
2kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｰｼｭｰﾄ 2 2'55"805 阿部　花梨（万代高校）
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栄光の記録（第４１号） 平成３０年４月～９月

【水泳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第94回日本選手権水泳競技大会（４月３～６日　東京都・東京辰巳国際水泳場）
[男子] 100ｍ自由形 7 49"88 石崎　慶祐（ダッシュ新津）

200ｍ自由形 8 1'49"46 石崎　慶祐（ダッシュ新津）

▼第34回NST新潟県小学生選手権水泳競技大会（７月１５日　新潟市・西海岸公園市営プール）
[男子] 100ｍ自由形 1 59"81 堀内　　光（アクシー亀田） 大会新記録

200ｍ自由形 1 2'09"78 堀内　　光（アクシー亀田） 大会新記録
50ｍ背泳ぎ 1 32"62 黒井　理来（アクシー亀田）
50ｍ平泳ぎ 1 36"55 佐藤　未来（ダッシュ新津）
50ｍバタフライ 1 30"22 池　　正勝（ＪＳＳジャンボ）
100ｍバタフライ 1 1'07"06 池　　正勝（ＪＳＳジャンボ）
200ｍ個人メドレー 1 2'29"67 田中　捷太（アクシー亀田）
200ｍフリーリレー 1 1'55"60 アクシ―亀田

（堀内　　光、田中　捷太、
　黒井　理来、長谷川温大）

[女子] 50ｍ自由形 1 28"78 本間　彩桜（アクシー巻） 大会新記録
100ｍ自由形 1 1'03"04 本間　彩桜（アクシー巻） 大会新記録
50ｍバタフライ 1 31"45 箱岩　美咲（ダッシュ新津）

▼BSN少年少女水泳大会（８月１９日　長岡市・ダイエープロビスフェニックスプール）
[男子] 100ｍ自由形 1 59"06 堀内　　光（アクシー亀田）

200ｍ自由形 1 2'08"77 堀内　　光（アクシー亀田）
50ｍ背泳ぎ 1 31"70 黒井　理来（アクシー亀田）
50ｍ平泳ぎ 1 35"57 佐藤　未来（ダッシュ新津）
50ｍバタフライ 1 28"93 池　　正勝（ＪＳＳジャンボ）
100ｍバタフライ 1 1'04"58 池　　正勝（ＪＳＳジャンボ）
200ｍフリーリレー 1 1'53"70 アクシ―亀田

（堀内　　光、田中　捷太、
　黒井　理来、長谷川温大）

[女子] 50ｍ自由形 1 28"01 本間　彩桜（アクシー巻） 大会新記録
100ｍ自由形 1 1'01"78 本間　彩桜（アクシー巻）
50ｍバタフライ 1 30"67 箱岩　美咲（ダッシュ新津）
100ｍバタフライ 1 1'09"78 箱岩　美咲（ダッシュ新津）

▼第41回全国JO杯夏季（８月２２～２６日　東京都・東京辰巳国際水泳場）
[男子] 11～12歳50m平泳ぎ 7 32"79 松浦　泰之（アクシー巻・巻西中学校）

13～14歳200ｍバタフライ 8 2'09"96 羽生　朝喜（アクシー巻・岩室中学校）
[女子] 11～12歳200ｍ自由形 7 2'08"53 杉本　妃鞠（新潟水泳協会・新潟第一中学校）

13～14歳200ｍ自由形 3 2'04"37 佐藤　　愛（アクシー亀田・山潟中学校）
13～14歳200ｍ個人メドレー 8 2'21"96 佐藤　　愛（アクシー亀田・山潟中学校）

▼第8回ジュニアパンパシフィック大会（８月２３～２６日　フィジー共和国）
[男子] 100ｍ自由形 2 49"78 石崎　慶祐（ダッシュ新津）

200ｍ自由形 3 1'49"16 石崎　慶祐（ダッシュ新津）
400ｍフリーリレー 3 3'21"32 石崎　慶祐（ダッシュ新津） 第１泳者　49秒89
400ｍメドレーリレー 2 3'41"95 石崎　慶祐（ダッシュ新津） 第４泳者
800ｍフリーリレー 2 7'21"40 石崎　慶祐（ダッシュ新津） 第１泳者　1'49"62

▼第73回国民体育大会（９月１５～１７日　福井県・敦賀市総合運動公園プール）
[男子] 100ｍ自由形 1 49"94 石崎　慶祐（長岡大手高校）

400ｍ自由形 8 4'05"23 石崎　慶祐（長岡大手高校）

▼第21回日本知的障がい者選手権水泳競技大会（６月１０日　神奈川県・横浜国際プール）
[男子] 50ｍ自由形 1 25"92 蓮野　巧人（新潟水泳協会）

100ｍ自由形 5 57"92 蓮野　巧人（新潟水泳協会）

▼ジャパンパラ水泳競技大会（９月２２～２４日　神奈川県・横浜国際プール）
[男子] 50ｍ自由形 4 26"06 蓮野　巧人（新潟水泳協会）

100ｍ自由形 7 57"70 蓮野　巧人（新潟水泳協会）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２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"31 大道　淳希（鳥屋野中学校）

100ｍ自由形 1 54"76 大道　淳希（鳥屋野中学校）
200ｍ自由形 1  2'00"13 佐藤　碧生（高志中等教育学校）
400ｍ自由形 1  4'15"89 伊藤　巧太（坂井輪中学校）
1500ｍ自由形 1  16'42"09 五十里屋　海斗（亀田中学校）
200ｍ平泳ぎ 1  2'25"35 柳橋　　成（白根北中学校）
200ｍ個人メドレー 1  2'10"22 長谷川真大（大江山中学校）
400ｍ個人メドレー 1  4'38"63 長谷川真大（大江山中学校） 大会新記録

[女子] 100ｍ自由形 1 59"66 杉本　妃鞠（新潟第一中学校）
200ｍ自由形 1  2'04"76 佐藤　　愛（山潟中学校）
400ｍ自由形 1  4'26"93 佐藤　　愛（山潟中学校）
800ｍ自由形 1  9'10"47 杉本　妃鞠（新潟第一中学校）
100ｍ平泳ぎ 1  1'14"16 坂爪　　晴（東石山中学校）
200ｍ平泳ぎ 1  2'40"14 坂爪　　晴（東石山中学校）
200ｍ個人メドレー 1  2'26"61 山本　美空（巻西中学校）
400ｍ個人メドレー 1  5'08"64 山本　美空（巻西中学校）
400ｍメドレーリレー 1  4'34"43 新潟第一中学校

（藤林　孝予、水上　瑠璃、
　杉本　妃鞠、三条　　愛）
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栄光の記録（第４１号） 平成３０年４月～９月

▼第39回北信越中学校総合体育大会（８月７日　石川県・金沢プール）
[男子] 100ｍ自由形 1 55"63 大道　淳希（鳥屋野中学校）

100ｍ自由形 3 56"20 石井　伯都（小針中学校）
200ｍ自由形 2  2'00"59 佐藤　碧生（高志中等教育学校）
1500ｍ自由形 1  16'58"40 五十里屋　海斗（亀田中学校）
1500ｍ自由形 3  17'08"73 坂上颯太郎（上山中学校）
100ｍ背泳ぎ 3  1'04"07 吉川　航介（高志中等教育学校）
200ｍ平泳ぎ 3  2'26"78 柳橋　　成（白根北中学校）
100ｍバタフライ 2 57"39 羽生　朝喜（岩室中学校）
200ｍバタフライ 3  2'07"74 羽生　朝喜（岩室中学校）
200ｍ個人メドレー 1  2'10"25 長谷川真大（大江山中学校）
400ｍ個人メドレー 1  4'37"99 長谷川真大（大江山中学校）
400ｍフリーリレー 2  3'50"46 鳥屋野中学校

（大道　淳希、渡辺　一翔、
　飯山　集友、中島　徳人）

400ｍフリーリレー 3  3'51"97 高志中等教育学校
（佐藤　碧生、齋藤　利明、
　上之山　匠、吉川　航介）

男子総合 2 41 高志中等教育学校
[女子] 400ｍ自由形 1  4'23"59 佐藤　　愛（山潟中学校） 大会新記録

800ｍ自由形 1  9'06"62 杉本　妃鞠（新潟第一中学校）
800ｍ自由形 3  9'23"60 青海　汐里（松浜中学校）
400ｍメドレーリレー 3  4'35"36 新潟第一中学校

（藤林　孝予、水上　瑠璃、
　杉本　妃鞠、三条　　愛）

▼第58回全国中学校体育大会（８月１７～１９日　岡山県・児島マリンプール）
[女子] 200ｍ自由形 5  2'04"79 佐藤　　愛（山潟中学校）

400ｍ自由形 8  4'25"90 佐藤　　愛（山潟中学校）
800ｍ自由形 5  9'02"62 杉本　妃鞠（新潟第一中学校）

[男子] 100ｍバタフライ 8  57"25 羽生　朝喜（岩室中学校）
200ｍバタフライ 8  2'07"27 羽生　朝喜（岩室中学校）
200ｍ個人メドレー 8  2'10"61 長谷川真大（大江山中学校） 予選2'09"24(県中新)

▼新潟県高等学校総合体育大会（６月２２～２４日　上越市・上越市民プール）
[男子] 100ｍ自由形 1 50"37 石崎　慶祐（長岡大手高校）

200ｍ自由形 1 1'50"61 石崎　慶祐（長岡大手高校）
4×100ｍフリーリレー 1 3'33"23 石崎　慶祐（長岡大手高校）
4×200ｍフリーリレー 1 7'42"86 石崎　慶祐（長岡大手高校）
100m背泳ぎ 1 59"34 早坂　　亮（中越高校）
200m背泳ぎ 1 2'10"93 早坂　　亮（中越高校）
100m平泳ぎ 1 1'06"45 緒方　嵩人（巻高校）
200m平泳ぎ 1 2'23"18 遠藤　　空（巻高校）
100mバタフライ 1 57"35 五十嵐　元（巻高校）
200mバタフライ 1 2'08"79 林　　大貴（豊栄高校）

[女子] 50ｍ自由形 1 26"86 鈴木　優里（日本文理高校）
100ｍ自由形 1 59"76 坂本　愛佳（北越高校）
200ｍ自由形 1 2'08"06 坂本　愛佳（北越高校）
400ｍ個人メドレー 1 5'13"81 重光　紗愛（日本文理高校）

▼北信越高等学校総合体育大会（７月２０～２２日　福井県・敦賀市総合運動公園プール）
[男子] 100ｍ自由形 1 50"21 石崎　慶祐（長岡大手高校）

200ｍ自由形 1 1'49"24 石崎　慶祐（長岡大手高校）
4×200ｍフリーリレー 1 7'39"50 石崎　慶祐（長岡大手高校）
4×100ｍメドレーリレー 1 3'57"53 石崎　慶祐（長岡大手高校）
200m自由形 3 1'55"75 松橋　一吹（新潟第一高校）
1500m自由形 3 16'24"86 保坂　一輝（新潟第一高校）
200m平泳ぎ 3 2'22"16 遠藤　　空（巻高校）
200m個人メドレー 3 2'09"44 飯田　湧太（日本文理高校）
4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 1 3'35"09 日本文理高校

（石﨑　陽介、飯田　湧太、
　佐藤　太陽、渡辺　健太）

4×100mﾌﾘｰﾘﾚｰ 3 3'40"05 中越高校（早坂　　亮）
4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 2 7'51"13 中越高校（早坂　　亮）
4×200mﾌﾘｰﾘﾚｰ 3 7'51"26 日本文理高校

（渡辺　健太、村中　　薫、
　飯田　湧太、佐藤　太陽）

4×100mﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 2 3'57"54 日本文理高校
（村中　　薫、古川　智貴、
　佐藤　太陽、渡辺　健太）

[女子] 50ｍ自由形 1 31'12"00 鈴木　優里（日本文理高校）
100ｍ自由形 2 58"92 坂本　愛佳（北越高校）
200ｍ自由形 1 2'07"35 坂本　愛佳（北越高校）
400ｍ自由形 3 4'32"80 宮村　風花（新潟高校）
800ｍ自由形 3 9'19"45 橋口　友麻（北越高校）
100ｍバタフライ 3 1'02"41 灰野　梨央（新潟中央高校）
200ｍバタフライ 3 2'19"86 齋藤　菜帆（新潟中央高校）
200ｍ個人メドレー 2 2'25"27 齋藤　彩夏（日本文理高校）
4×100ｍフリーリレー 3 4'03"61 北越高校

（坂本　愛佳、本多　杏海、
　足立　　綾、古泉　愛菜）

4×200ｍフリーリレー 3 8'49"86 北越高校
（坂本　愛佳、古泉　愛菜、
　橋口　友麻、霜鳥穂乃華）
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【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26回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会（３月３１日～４月１日　兵庫県・ベイコム総合体育館）
[男子] 国際第三套路太極拳 2 8.03 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

国際第三套路太極剣 1 8.81 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

▼第35回全日本武術太極拳選手権大会（７月６～８日　東京都・武蔵野の森総合スポーツプラザ）
[男子] ジュニア太極拳3 1 8.83 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

▼第14回北関東ブロックジュニア武術太極拳大会（８月２６日　長野県・松本総合体育館）
[男子] 長拳B 2 8.50 高橋　渚生（新潟市太極拳協会）

国際第三套路太極拳 1 8.75 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）
国際第三套路太極剣 1 8.75 宮尾　宙尚（新潟市太極拳協会）

【ウエイトリフティング】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第64回 全日本学生ウエイトリフティング競技個人選手権大会（４月２８日　大阪府・はびきのコロセアム）
[男子] スナッチ 2 133㎏ 土田  恵和（日本大学） 男子94kg級

新潟工業高校卒
クリーン＆ジャーク 1 175㎏ 　〃 　〃

トータル 1 308㎏ 　〃 　〃

▼第36回 全日本マスターズウエイトリフティング競技選手権大会（７月２８日　和歌山県・和歌山県立体育館）
[男子] スナッチ 1 85㎏ 長谷川　豊 ((株) 村尾技建) ｶﾃｺﾞﾘM45

男子94kg級
クリーン＆ジャーク 1 90㎏ 　〃 　〃

トータル 1 175㎏ 　〃 　〃

▼第39回 北信越国民体育大会（８月２６日　津南町・グリーンピア津南）
[男子] スナッチ 3 105㎏ 渡辺　一樹（金沢学院大学） 男子85kg級

新潟西高校卒
クリーン＆ジャーク 3 135㎏ 　〃 　〃

トータル 3 240㎏ 　〃 　〃

スナッチ 1 135㎏ 土田  恵和（日本大学） 男子94kg級
新潟工業高校卒

クリーン＆ジャーク 1 171㎏ 　〃 　〃　大会新記録

トータル 1 306㎏ 　〃 　〃

▼第23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月２６日　津南町・グリーンピア津南）
[男子] スナッチ 1 100㎏ 山崎　直希 ((株) シマキュウ) 男子94kg級

クリーン＆ジャーク 1 110㎏ 　〃 　〃
トータル 1 210㎏ 　〃 　〃
団体 2 得点 18点 チーム新之助

 (山崎 直希、古川 周平)

▼新潟県高等学校総合体育大会（６月３日　新潟市・新潟工業高校）
[男子] 62㎏級 1 174㎏ 齋川　　優（新潟北高校）

【山岳】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼第21回新潟県クライミング選手権（４月３０日　妙高市）
[男子] オープンクラス　ボルダリング 3 渡辺　颯海（万代高校）

オープンクラス　リード 3 渡辺　颯海（万代高校）
[女子] ミドル 1 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

▼ボルダリングユース日本選手権鳥取大会2018（５月１９～２０日　鳥取県）
[女子] ユースAボルダリング 5 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

▼第1回コンバインド・ジャパンカップ（６月２３～２４日　岩手県）
[女子] 複合 6 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

▼北信越国民総合体育大会（７月２１～２２日　妙高市）
[男子] 少年男子ボルダリング 1 渡辺　颯海（万代高校）

少年男子リード 1 渡辺　颯海（万代高校）
[女子] 少年女子 2 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

▼IFSCクライミング・ワールドカップ（L）（７月２７～２８日　イタリア・アルコ）
[女子] リード 28 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

▼IFSC世界ユース選手権（８月７～１６日　ロシア・モスクワ）
[女子] ユースAボルダリング 14 栗田　湖有（東京学館新潟高校）

ユースAリード 12 栗田　湖有（東京学館新潟高校）
ユースAスピード 36 栗田　湖有（東京学館新潟高校）
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【スケート】
性別 種目・種別 順位 記録 団体名・個人名（所属） 摘要

▼平成30年新潟県フィギュアスケート選手権大会（４月２８日　上越市・リージョンプラザ上越）
[女子] 選手権 1 47.63 鈴木　愛理（東京学館新潟高校）

ノービスB 1 59.95 中井　亜美（アイビススケーティングクラブ） 女池小学校
ノービスA 1 50.57 伊藤　領那（新潟フィギュアクラブ） 浜浦小学校

▼2018年東北・北海道大会（ブロック）（９月２１～２４日　北海道・月寒体育館）
[男子] ノービスA 3 42.75 山田　　駿（アイビススケーティングクラブ） 桃山小学校

ノービス 1 57.45 岡本　和彩（アイビススケーティングクラブ） 内野小学校
ノービス 2 50.10 武田　結仁（アイビススケーティングクラブ） 上所小学校
ノービス 3 47.86 金子　ヒロ（アイビススケーティングクラブ）

[女子] ノービスB 1 70.07 中井　亜美（アイビススケーティングクラブ） 女池小学校

6
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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19回ダイハツ全国小学生ABC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）
[女子] シングルスCクラス 1 佐藤　文香（宮浦スクール）

▼第29回新潟県ジュニア小学生バドミントン大会シングルスの部（７月８日　柏崎市・柏崎市総合体育館）
[男子] 6年シングルス 1 稲川蓮二郎（豊栄ジュニア）

4年シングルス 1 矢田　　紬（プログレス）
[女子] 5年シングルス 1 佐藤　弥生（白根エンゼルス）

▼第19回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会（８月１０～１２日　熊本県・八代市総合体育館）
[男子] 6年シングルス 3 稲川蓮二郎（豊栄ジュニア）

▼第24回北信越小学生バドミントン大会新潟県予選（９月１日　五泉市・五泉市総合体育館）
[男子] 5年ダブルス 1 佐藤　祐羽（豊栄ジュニア）

松澤　郁也（豊栄ジュニア）
[女子] 5年ダブルス 1 吉田　優里（はちみつJr）

鷲尾　環菜（はちみつJr）
5年シングルス 1 佐藤　弥生（白根エンゼルス）

▼第24回北信越小学生バドミントン大会（９月２９～３０日　富山県・西部体育センター）
[男子] 5年ダブルス 2 佐藤　祐羽（豊栄ジュニア）

松澤　郁也（豊栄ジュニア）
[女子] 5年ダブルス 3 吉田　優里（はちみつJr）

鷲尾　環菜（はちみつJr）
6年シングルス 3 桐澤　実凛（新津ジュニア）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　小千谷市・小千谷市総合体育館）
[女子] シングルス 1 遠藤　愛加（木戸中学校） 韮沢　百羽（新津第二中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月９～１０日　石川県・七尾総合市民体育館）
[女子] シングルス 3 遠藤　愛加（木戸中学校）

シングルス 3 目﨑　舞桜（山潟中学校）

▼第71回新潟県高等学校総合体育大会兼平成30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 ３－２ 新発田南高校

▼第71回新潟県高等学校総合体育大会兼平成30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 ３－２ 日本文理高校
個人戦シングルス 1 坂井　　叶（新潟青陵高校） ２－０ 石田有紀乃（新潟青陵高校）
個人戦ダブルス 1 五十嵐　温（新潟青陵高校） ２－１ 小菅　　民（新潟青陵高校）

佐藤　美花（新潟青陵高校） 坂井　　叶（新潟青陵高校）

▼平成30年度北信越高等学校体育大会（６月１６～１７日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[女子] 学校対抗 3 新潟青陵高校 ０－３ 勝山高校（福井県）

▼平成30年度国体候補選手選考会（少年の部）（７月７～８日　長岡市・長岡市市民体育館、
長岡市北部体育館）
[男子] ダブルス 1 石塚　稜梧（北越高校） ２－１ 高橋　　快（北越高校）

浦田　皇希（北越高校） 藤　　由樹（北越高校）
シングルス 1 高橋　　快（北越高校） ２－０ 石塚　稜梧（北越高校）

[女子] ダブルス 1 宇賀田雛帆（日本文理高校） ２－１ 吉樂　史織（日本文理高校）
松山　祐実（日本文理高校） 山田　　栞（日本文理高校）

シングルス 1 宇賀田雛帆（日本文理高校） ２－０ 中野　未来（新潟中央高校）

▼第34回新潟県高校1・2年生バドミントン大会（８月１８～１９日　小千谷市・小千谷市総合体育館、長岡市・長岡市北部体育館）
[男子] シングルス 1 矢田　武蔵（北越高校） ２－０ 湯田　　篤（北越高校）

ダブルス 1 矢田　武蔵（北越高校） ２－１ 伊藤　真斗（北越高校）
湯田　　篤（北越高校） 土田　琉聖（北越高校）

[女子] シングルス 1 小武　知世（日本文理高校） ２－０ 中野　未来（新潟中央高校）
ダブルス 1 小武　知世（日本文理高校） ２－０ 鈴木　那依（日本文理高校）

藍澤　美桜（日本文理高校） 渡邉　　遥（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42回県下弓道大会新潟大会（４月８日　新潟市・鳥屋野体育館弓道場）
[男子] 一般 1 竹石　　至（愛弓会） 8射7中

▼信越弓道大会観桜射会（４月１５日　上越市・上越市弓道場）
[男女] 近的・団体 1 紅葉会

（新保　薫、星野　和子、櫻川　景典）
18中

[女子] 近的・個人 1 星野　和子（紅葉会） 8中

【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２１～２２日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[女子] 1 中之口中学校 広神中学校

▼北信越中学校総合競技大会（８月７～８日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 1 中之口中学校 鯖江中学校（福井県）

（５月２５～２７日　長岡市・長岡市市民体育館、
長岡市北部体育館）

（６月１～３日　上越市・リージョンプラザ上越）

7



栄光の記録（第４１号） 平成３０年４月～９月

【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１５～１６日　燕市・燕市体育センター）
[男子] 1 BOMBERS 40-28 小千谷スーパーソニックス
[女子] 1 大渕丸山BEANS！ 35-29 葛塚ウィングス

▼東北ミニバスケットボール大会（８月１２～１３日　宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ）
[男子] 2 BOMBERS 46-49 八幡ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（山形県）
[女子] 2 葛塚ウィングス 42-49 古殿ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（福島県）

3 大渕丸山BEANS！ 25-27 古殿ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｽﾎﾟｰﾂ少年団（福島県）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　佐渡市・サンテラ佐渡スーパーアリーナ）
[男子] 1 鳥屋野中学校 74-35 宮内中学校
[女子] 1 内野中学校 61-58 新潟清心女子中学校

▼北信越中学校総合競技大会（８月７～８日　石川県・一本松総合運動公園体育館）
[男子] 3 鳥屋野中学校 58-68 七尾中学校（石川県）
[女子] 1 新潟清心女子中学校 62-44 内野中学校

2 内野中学校 44-62 新潟清心女子中学校
3 新潟柳都中学校 44-74 内野中学校

▼全国中学校総合体育大会（８月２２～２５日　山口県・維新百年記念公園スポーツ文化センター、ソルトアリーナ防府）
[女子] 3 新潟清心女子中学校 42-54 取石中学校（大阪府）

【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47回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ2018新潟県予選会（４月２１～２２日　新潟市・新潟市庭球場）
[女子] ダブルス 1 水澤　奈央（北越高校）

前山　　愛（北越高校）
４－１ 田中　遥奈（北越高校）

冨樫　春菜（北越高校）
シングルス 1 水澤　奈央（北越高校） ４－２ 前山　　愛（北越高校）

▼第47回ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ2018（６月２０～２４日　新潟市・新潟市庭球場）大会新記録
[女子] ダブルス 3 水澤　奈央（北越高校）

前山　　愛（北越高校）
０－４ 木瀬　晶絵（須磨学園高校）

平岡　琴恵（須磨学園高校）
シングルス 1 水澤　奈央（北越高校） ４－２ 上野　小町（昇陽高校）

▼第14回ミズノカップ県ジュニア選手権大会 （７月８日　新潟市・新潟市庭球場）　
[男子] U-17 1 八木澤爽空（北越高校）

石塚　　舜（北越高校）
４－２ 岡庭　嵐也（新潟産業大学附属高校）

岡庭　莉也（新潟産業大学附属高校）
[女子] U-17 1 水澤　奈央（北越高校）

冨樫　春菜（北越高校）
４－３ 福島　　希（加茂中学校）

小林　美郷（燕中学校）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　長岡市・長岡市営希望ヶ丘テニス場）
[男子] 団体 1 巻東中学校 燕中学校

個人 1 高橋　拓己（巻東中学校）
上田　泰大（巻東中学校）

杉山　葉空（燕中学校）
田村　偉月（燕中学校）

[女子] 団体 1 巻西中学校 巻東中学校

▼北信越中学校総合体育大会（８月８～９日　石川県・石川県立能都県民テニスコート）
[女子] 団体 2 巻東中学校 燕中学校

3 巻西中学校 燕中学校
個人 3 石山　実来（巻東中学校）

神保　　瑞（巻東中学校）
小林　美郷（燕中学校）
加藤　咲智（燕中学校）

▼新潟県高等学校総合体育大会（５月２５～２７日　新潟市・新潟市庭球場）　
[女子] 個人戦 1 水澤　奈央（北越高校）

前山　　愛（北越高校）
４－０ 高橋　優那（長岡商業高校）

池田　憂梨（長岡商業高校）
団体戦 1 北越高校 ２－０ 長岡商業高校

▼北信越高校選手権大会（６月１６～１７日　長野県・南長野運動公園テニスコート）
[女子] 個人戦 1 水澤　奈央（北越高校）

前山　　愛（北越高校）
４－２ 牧　　和音（能登高校）

宮村　優花（能登高校）
3 田中　遥奈（北越高校）

冨樫　春菜（北越高校）
３－４ 牧　　和音（能登高校）

宮村　優花（能登高校）
団体戦 1 北越高校 ２－０ 北陸高校（福井県）

▼全国高等学校総合体育大会（７月３１日～８月２日　三重県・三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿庭球場）
[女子] 団体戦 2 北越高校 １－２ 昇陽高校（大阪府）

【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34回新潟県少年少女空手道選手権大会兼第18回全日本少年少女空手道選手権大会新潟県予選会

[男子] 小学2年生男子組手 1 齊藤　蒼翔（新空会）
[女子] 小学2年生女子組手 1 湯田優珠奈（新空会）

▼第26回全国中学生空手道選手権大会新潟県予選会（６月１０日　三条市・下田体育館）
[男子] 中学男子形 1 中丸　悠介（聖武会）

▼第52回新潟県空手道選手権大会兼第13回全国中学生空手道選抜大会新潟県予選会並びに第13回北信越小中空手道選手権大会新潟県予選会

[男子] 中学生2年生男子形 1 中丸　悠介（聖武会）

並びに第13回北信越小中空手道選手権大会新潟県予選会（４月１３日　三条市・下田体育館）

（９月９日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
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栄光の記録（第４１号） 平成３０年４月～９月

【相撲】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼平成30年度新潟県相撲大会（６月２４日　南魚沼市・六日町小学校）
[男子] 小学生個人戦

6年生
1 篠　　宗磨（新潟市相撲教室）

▼平成30年度新潟県相撲選手権大会（９月１６日　南魚沼市・六日町小学校）
[男子] 小学生個人戦

6年生
1 篠　　宗磨（新潟市相撲教室）

[女子] 小学生個人戦
1・2年生

1 井浦　まる（新潟市相撲教室）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１日　南魚沼市・六日町小学校相撲場）
[男子] 個人軽量級 1 波多野雄真（附属新潟中学校）

▼北信越中学校総合体育大会（８月９日　石川県・石川県立武道館屋内相撲場）
[男子] 個人軽量級 1 波多野雄真（附属新潟中学校）

【卓球】
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２１～２２日　新発田市・新発田市カルチャセンター）
[女子] 個人 1 立川　朋佳（亀田中学校） 長部　心奈（江陽中学校）

団体 1 亀田中学校 三島中学校

▼新潟県高等学校総合体育大会（５月２８～３０日　長岡市・長岡市市民体育館）
[女子] 団体 1 北越高校 ３－０ 新潟青陵高校

個人ダブルス 1 児玉　茉優（北越高校） ３－０ 太田　萌水（北越高校）
伊藤　希望（北越高校） 遠藤菜々美（北越高校）

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第67回全国高等学校柔道大会（８月１１～１２日　三重県・サオリーナ）
[女子] 78kg級 5 佐藤亜美花（新潟第一高校）

▼第39回北信越国民体育大会（８月１８～１９日　長岡市・長岡市市民体育館）
[男子] 成年男子 2 新潟県

少年男子 2 新潟県

▼第32回BSN少年柔道大会兼全国少年柔道大会新潟県予選会（４月１日　新潟市・鳥屋野体育館武道館）
[男女] 団体戦 1 白根柔道連盟鳳雛塾

（騰川、袖山、大井、齋藤、花木）

▼第15回全国小学生学年別柔道大会（６月２４日　新潟市・豊栄総合体育館）
[女子] 小学5年生

女子40㎏超級
1 中村　宙來（新潟中央柔道少年団）

小学6年生
女子45ｋｇ超級

1 花木　実友（白根柔道連盟鳳雛塾）

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　長岡市・長岡市市民体育館）
[男子] 81kg級 1 川田　丈尋（白根第一中学校）
[女子] 40kg級 1 久保田彩香（巻西中学校）

44kg級 1 渡辺小由希（山潟中学校）
48kg級 1 村松　美直（黒埼中学校）
57kg級 1 小林　祐月（白根北中学校）

▼北信越中学校総合競技大会（８月７日　石川県・松任総合運動公園体育館）
[男子] 60kg級 3 榎本　慎太（新潟第一中学校）

81kg級 2 川田　丈尋（白根第一中学校）
[女子] 44kg級 3 渡辺小由希（山潟中学校）

48kg級 3 村松　美直（黒埼中学校）
48kg級 3 白倉　　舞（寄居中学校）

【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

▼北信越高等学校総合体育大会（６月１６～１７日　新潟市・みどりと森の運動公園）
[男子] 2 日本文理高等学校

（市村　　賢、伊藤　柾輝、妻木　聡汰、
　酒井　一輝、三木　充弘、杉浦　　豪、
　中野　秀彪、青島　祐希、玉木　滉人、
　原田　竜馬、吉田　拓馬、磯崎　愛矢、
　山下　流星、渡邉　忠彦、飯田　晟惇、
　渡部　　竜、有坂　勇晟）

準優勝 決勝　啓新高校

▼北信越国民総合体育大会（８月１８～１９日　新潟市・みどりと森の運動公園）
[男子] 1 日本文理高等学校

（杉浦　　豪、青島　祐希、妻木　聡汰、
　酒井　一輝、市村　　賢、伊藤　柾輝、
　三木　充弘、原田　竜馬、中野　秀彪、
　山下　流星、玉木　滉人、磯崎　愛矢、
　飯田　晟惇）

優勝 決勝　石川県
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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

▼北信越中学校総合体育大会（８月９日　石川県・松任総合運動公園）
[女子] 団体 3 山潟中学校

▼新潟県高等学校総合体育大会（６月１～３日　長岡市・長岡市市民体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校

（岡本　成実、渡辺　　晃、田中　彬登、
　富樫　拓海、須田　友紀、石川富未也、
　片桐　雷蔵）

個人 1 岡本　成実（新潟明訓高校）
[女子] 団体 1 五泉高校

（本間菜つ海、桾澤　夏帆、大湊　楓華）

▼北信越高等学校総合体育大会（６月１５～１７日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校

（岡本　成実、渡辺　　晃、田中　彬登、
　富樫　拓海、須田　友紀、石川富未也、
　加藤　尚輝）

団体 3 新潟商業高校
（羽田　俊也、巌　佳津登、須崎　優斗、
　長谷川碩亮、神代　竜汰、若狭　拳斗、
　石塚　哲太）

個人 2 岡本　成実（新潟明訓高校）
[女子] 団体 2 五泉高校

（本間菜つ海、桾澤　夏帆、宮島　成奈）
個人 2 本間菜つ海（五泉高校）

▼第43回新潟県少年・少女剣道大会（８月１９日　新潟市・新潟市体育館）
[男子] 小学生低学年の部 1 新潟市剣道連盟A

先鋒　島田　和史
次鋒　橋本　蒼太
中堅　酒井　徹平
副将　長谷川皇介
大将　田村　海翔
補員　岩浅　直翔

三島剣道連盟

小学生高学年の部 1 新潟市剣道連盟B
先鋒　平戸　保行
次鋒　富樫　良太
中堅　宇津野志弥
副将　片山　琉聖
大将　榎本　龍輝
補員　齋藤　大碧

新潟市剣道連盟A

中学生の部 1 新潟市剣道連盟A
先鋒　清水　琉星
次鋒　田畑　政樹
中堅　田村　悠成
副将　片桐虎乃助
大将　阿部　伸亮
補員　柏森　　尚

上越市剣道連盟A

[女子] 小学生低学年の部 1 新潟市剣道連盟A
先鋒　菅山　咲菜
中堅　森　　奈央
大将　田畑　恵衣
補員　渡部　結衣

新潟市剣道連盟C

小学生高学年の部 1 新潟市剣道連盟A
先鋒　横山　媛佳
中堅　佐藤　愛海
大将　田村　咲紀
補員　青柳　利奈

上越市剣道連盟

【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２１～２２日　新潟市・新潟聖籠スポーツセンターアルビレッジ）
[男子] 1 山の下中学校 鳥屋野中学校

▼北信越中学校総合体育大会（８月７～８日　石川県・七尾市能登島グラウンド）
[男子] 1 山の下中学校 大沢野中学校（富山）

【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

▼新潟県中学校総合体育大会（７月２１～２２日　長岡市・悠久山野球場）
[男子] 1 関屋中学校 聖籠中学校
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【テニス】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼新潟県テニス選手権大会（年齢別・シングルスの部）（６月９～１０日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] ５０歳以上（４） 1 須長　直彦（ファミリーITC） ０－０ 石丸　一仁（燕ローンTC）

５５歳以上（１１） 1 伊藤　孝幸（ササキTC） ２－０ 中川　　司（秋葉区テニス協会）
６０歳以上（１３） 1 横山　　悟（ファミリーITC） ２－０ 田中　義雄（大潟TC）
６５歳以上（７） 1 今村　孝雄（ササキTC） ２－０ 谷　　隆行（ファミリーITC）
７０歳以上（７） 1 福本順三郎（ファミリーITC） ２－１ 山本　　馨（ササキTC）

[女子] ４０歳以上（３） 1 八木下裕子（KAZAMA　TA） リーグ戦
２勝０敗

▼新潟市オープンテニス選手権大会（シングルス）　（６月３０日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] ４５歳以上（９） 1 丸山　　茂（ゴーゴーズ） ３－０ 五十嵐　光（L2C2）

６５歳以上（７） 1 福本順三郎（ファミリーITC） リーグ戦
２勝０敗

▼新潟市オープンテニス選手権大会（ダブルス）　（８月２５～２６日　新潟市・新潟市庭球場）
[男子] 一般（１６） 1 桑原　　匠（YeLL）

涌井　裕貴（Kimera）
８－１ 佐々木次方（Thumbs up）

石戸　　祐（BIG MOUTH）
４５歳以上（６） 1 五十嵐　光（L2C2）

加藤　直樹（テニスステーション新潟）
８－４ 田中　寿典（スポーツガーデン新潟）

岩月　大輔（三条ファミリーTC）
６５歳以上（４） 1 入山いおり（ファミリーITC）

伊藤　吉蔵（ファミリーITC）
リーグ戦
２勝０敗

[女子] 一般（１８） 1 佐藤　由唯（YeLL）
渡部　結衣（YeLL）

８－０ 五十嵐理紗（Colors）
廣川　雅美（三条ファミリーTC）

４０歳以上（８） 1 谷地田美穂（MYTC）
田中由美子（テニスステーション新潟）

８－３ 佐藤　淳子（三条ファミリーTC）
品田満里子（アピアTC）

【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36回全日本バウンドテニス選手権大会（５月５～６日　東京都・東京体育館）
[女子] シニアダブルス 3 遠山ゆみ子

山崎千代子
シニアシングルス 8 遠山ゆみ子

▼第6回新潟県北信越ブロックバウンドテニス選手権大会予選会（９月２日　三条市・栄体育館）
[男子] フリーダブルス 1

ミドルダブルス 1

フリーシングルス 1
ミドルシングルス 1
シニアシングルス 1 遠山　恒夫

[女子] シニアダブルス 1

シニアシングルス 1 遠山ゆみ子

【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

▼春季スクール交流会（５月１２日　新潟市・親水広場）
[男女] ミニラグビー

小学生高学年
1 新潟ジュニアラグビースクール 新潟県スクール

▼日本海ミニラグビー大会（６月３０日～７月１日　燕市・吉田ふれあい広場）
[男女] ミニラグビー

小学生高学年
1 新潟ジュニアラグビースクール 山形県、福島県、群馬県、

富山県、石川県

▼秋季（髙澤杯）スクール大会（９月２２日　新潟市・太夫浜球技場）
[男女] ミニラグビー

小学生高学年
1 新潟ジュニアラグビースクール 新潟県スクール

▼社会人リーグ（５月１３～　新潟市・鳥屋野球技場、太夫浜球技場、長岡ニュータウン）
[男子] 社会人 1 ハーフブラックスジュニア 新潟県7チームリーグ

▼第5回全国高等学校7人制ラグビーフットボール大会新潟県予選大会（４月２９日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 7人制 1 新潟工業高校 決勝

26-15
北越高校

▼新潟県高等学校総合体育大会（５月２５日～６月２日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 15人制 1 新潟工業高校 決勝

35-14
北越高校

北信越高等学校総合体育大会（６月１６～１７日　長野県・サニアパーク菅平）
[男子] 15人制 2 新潟工業高校 決勝

5-34
日本航空高校（石川県）

周防　倫裕
本保凌太郎
川島　朝臣
吉越　光彦
川島　朝臣
吉越　光彦

山田加代子
黒川美枝子
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【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

▼新潟県高等学校総合体育大会（６月２～５日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ピン級 1 青山　泰樹（新潟第一高校）

ライトフライ級 1 滝澤　栄吉（開志学園高校）
フライ級 1 近藤　大河（新潟向陽高校）
バンタム級 1 鈴木　陸斗（巻総合高校）
ライト級 1 伊藤　　丈（新潟青陵高校）
ﾗｲﾄｳｳｪﾙﾀｰ級 1 増田　翔一（巻総合高校）
ウェルター級 1 諏訪　竜介（新潟向陽高校）
ミドル級 1 小山　竜弥（巻総合高校）

[女子] ピン級 1 高木まりあ（開志学園高校）
フライ級 1 竹内穂乃佳（新潟北高校）
バンタム級 1 村山ひなた（新潟青陵高校）
ライト級 1 栗原　千尋（新潟青陵高校）

▼北信越高等学校総合体育大会（６月１５～１７日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] Aパートピン級 1 青山　泰樹（新潟第一高校）

Aパートﾗｲﾄﾌﾗｲ級 1 滝澤　栄吉（開志学園高校）
Aパートフライ級 1 近藤　大河（新潟向陽高校）
Aパートバンタム級 2 鈴木　陸斗（巻総合高校）
Aパートライト級 1 伊藤　　丈（新潟青陵高校）
Aパートﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 1 増田　翔一（巻総合高校）
Aパートｳｪﾙﾀｰ級 1 諏訪　竜介（新潟向陽高校）
Aパートミドル級 2 小山　竜弥（巻総合高校）
Bパートﾗｲﾄﾌﾗｲ級 1 小林　勇太（開志学園高校）
Bパートフライ級 2 河上　琉輝（新潟向陽高校）
Bパートバンタム級 2 田中　　暁（新潟向陽高校）
Bパートライト級 2 伊藤　　礼（新潟南高校）
Bパートﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 1 石津　貴裕（新潟南高校）
Bパートミドル級 1 天井澤一志（開志学園高校）

[女子] ピン級 1 高木まりあ（開志学園高校）
フライ級 2 竹内穂乃佳（新潟北高校）

▼北信越国民体育大会（８月２４～２６日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 1 青山　泰樹（新潟第一高校）

フライ級 1 滝澤　栄吉（開志学園高校）
ライト級 1 歌代　風依（新潟向陽高校）
ﾗｲﾄｳｪﾙﾀｰ級 1 増田　翔一（巻総合高校）
ミドル級 1 小山　竜弥（巻総合高校）
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