
栄光の記録（第４２号） 平成３０年１０月～平成３１年３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

▼第40回新潟県ミニバスケットボール大会（12月1～2日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[女子] 1 大形イーグルス 40－33 大淵丸山ＢＥＡＮＳ！

▼第38回北信越ミニバスケットボール大会（12月23～24日　長野県・真島総合スポーツアリーナ）
[男子] 3 ＢＯＭＢＥＲＳ 23－32 鞍月（石川県）
[女子] 2 大形イーグルス 36－37 輪島（石川県）

▼第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会ウインターカップ2018（12月23～28日　東京都・武蔵野森総合スポーツプラザ）
[男子] 4 神田　龍一（帝京長岡高校）

品川　康椎（帝京長岡高校）

▼第33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12、1月19～20日　新潟市・東総合スポーツセンター）
[男子] 1 新潟柳都中学校 47－38 本丸中学校
[女子] 1 新潟柳都中学校 77－38 村上中等教育学校

【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

▼全国小学生シングルス県予選会 （10月20日　燕市・燕市スポーツパーク）　
[女子] シングルス 1 今井　七葉（巻ジュニア） 3－2 渡辺　陽（新潟内野ジュニア）

▼新潟県高等学校新人選抜ソフトテニス大会（10月20～21日　上越市・上越総合運動公園テニスコート）
[男子] ダブルス 1 大原　琉誠（北越高校）

加藤　洸太郎（北越高校）
4－1 八木澤　爽空（北越高校）

石塚　舜（北越高校）
シングルス 1 新保　楓馬（巻高校） 4－1 大原　琉誠（北越高校）

[女子] ダブルス 1 田中　遥奈（北越高校）
冨樫　春菜（北越高校）

4－3 髙橋　かおる（巻高校）
若月　璃々（巻高校）

シングルス 1 田中　遥奈（北越高校） 4－2 日野　ルル（村上高校）

▼新潟県小学6年生大会（11月4日　燕市・燕市民体育館）　
[女子] ダブルス 1 安藤　愛莉（巻ジュニア） 4－1 藤崎　成美（長岡ジュニア）

諏訪　明日香（巻ジュニア） 千蔵　優実（長岡ジュニア）

▼県インドア選手権大会兼北信越インドア予選会（11月10～11日　上越市・上越リージョンプラザ）　
[男子] ダブルス 1 長澤　恒生（白根クラブ） 4－R 中野　淳（新潟トキめきクラブ）

榎本　修平（クラレ新潟） 新倉　裕二（久我食品）

▼都道府県全日本中学生大会県予選会（12月2日　燕市・燕市民体育館）　
[男子] ダブルス 1 高橋　拓己（巻東中学校） 4－1 坪井　勇希（見附西中学校）

上田　泰大（巻東中学校） 源川　大遥（見附西中学校）
[女子] ダブルス 1 石山　実来（巻東中学校） 4－2 入澤　瑛麻（見附西中学校）

渡邉　彩楽（巻東中学校） 本間　友里（見附西中学校）

▼新潟県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（12月22日　五泉市・五泉市総合会館）
[男子] ダブルス 1 大原　琉誠（北越高校）

加藤　洸太郎（北越高校）
4－3 八木澤　爽空（北越高校）

石塚　舜（北越高校）

▼全日本高等学校選抜ソフトテニス大会新潟県予選 （12月23日　五泉市・五泉市総合会館）　
[男子] 団体 1 北越高校 2勝1敗
[女子] 団体 1 北越高校 3勝0敗

▼新潟県高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（12月24日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[女子] ダブルス 1 水澤　奈央（北越高校）

冨樫　春菜（北越高校）
4－3 髙橋　かおる（巻高校）

若月　璃々（巻高校）

▼県小学兼全国小学生大会予選会（12月24日　小千谷市・小千谷市総合体育館）　
[男子] 5年生ダブルス 1 笹川　慈英（巻ジュニア） 4－3 高澤　楓（新潟内野ジュニア）

高橋　憐依（巻ジュニア） 高澤　泉（新潟内野ジュニア）

▼北信越高等学校ソフトテニス選抜インドア大会（1月13日　石川県・こまつドーム）　
[女子] ダブルス 1 水澤　奈央（北越高校）

冨樫　春菜（北越高校）
4－3 村上　麗吏（金沢学院高校）

西村　紺奈（金沢学院高校）

▼第30回都道府県対抗全日本中学生大会（3月27～28日　三重県・三重県営サンアリーナ、伊勢市市営庭球場）
[男子] 団体 1 新潟県 2－0 岩手県

ダブルス 3 高橋　拓己（巻東中学校） 4－1 岩下　侑（長崎県）
上田　泰大（巻東中学校） 木下　颯汰（長崎県）

[女子] ダブルス 石山　実来（巻東中学校） 4－1 斉藤　愛（大阪府）
渡邉　彩楽（巻東中学校） 向畑　奈々未（大阪府）

▼全日本小学生選手権大会（3月30日～4月1日　愛媛県・今治市市営スポーツパーク）
[男子] 5年生ダブルス 3 笹川　慈英（巻ジュニア） 4－3 大塩　鳳真（岐阜・多治見ジュニアクラブ）

高橋　憐依（巻ジュニア） 本木　琉偉（岐阜・多治見ジュニアクラブ）

【相撲】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼全日本小学生相撲優勝大会　第21回北信越大会（10月20日　石川県・県立武道館）
[男子] 個人小学6年生 2 篠　宗磨（新潟市相撲連盟）

▼JOCジュニアオリンピック第31回全日本小学生相撲優勝大会（12月2日　東京都・両国国技館）
[男子] 個人小学6年生 3 篠　宗磨（新潟市相撲連盟）
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【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61回日本空手協会全国空手道選手権大会（6月2日　東京都・東京体育館）
[男子] 高校生・形の部 1 小泉　瑠寧（日本空手協会新潟県本部） 中学2年から3連覇

▼第38回全国高等学校空手道選抜大会新潟県予選会（10月20～21日　新潟市・黒埼地区総合体育館）
[女子] 個人組手53㎏級 1 髙木　知香（県立加茂農林高校）

▼第30回日本空手協会北信越地区空手道選手権大会（11月3日　石川県・松本市総合体育館）
[男子] 高校生・形の部 1 小泉　瑠寧（日本空手協会新潟県本部）
[女子] 小学3年生・形の部 1 谷川　紗菜（日本空手協会新潟県本部）

▼第32回北信越高等学校空手道新人大会兼平成30年度全国高等学校空手道選抜大会北信越地区予選会（11月23～25日　富山県・丸山総合公園体育館）
[女子] 個人組手53㎏級 2 髙木　知香（県立加茂農林高校）

▼第38回全国高等学校空手道選抜大会（3月25～27日　和歌山県・和歌山ビックホエール）
[女子] 個人組手53㎏級 5 髙木　知香（県立加茂農林高校）

【卓球】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼平成30年度新潟県高等学校選抜卓球大会（11月17～18日　新潟市・亀田総合体育館）
[女子] シングルス 1 児玉　茉優（北越高校） 3－2

2 伊藤　希望（北越高校）
団体 1 北越高校 3－0 開志国際高校

▼第46回北信越高等学校選抜卓球大会（12月14～16日　長野県・ホワイトリング）
[男子] シングルス 1 新田　光一（新潟青陵高校） 3－2 柴　拓磨（赤穂高校）
[女子] 団体戦 2 北越高校 2－3 遊学館高校

▼第46回全国高等学校選抜卓球大会（3月26～28日　福岡県・北九州市総合体育館）
[男子] シングルス 3 平原　楓（新潟青陵高校） 1－3 烏田　幸（広島商船高校）

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第21回BSN少年柔道選手権大会（11月3日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
[男子] 4年生40kg級 1 西脇　輝真(巻柔友会)

4年生40kg超級 1 坂上　勇人(新津柔道教室)
5年生45kg級 1 梨本　侑聖(新潟中央柔道少年団)
5年生45kg超級 1 騰川　雄喜(白根柔道連盟鳳雛塾)
6年生40kg級 1 鈴木　雄大(白根柔道連盟鳳雛塾)

[女子] 4年生35kg超級 1 塚野　花保(白根柔道連盟鳳雛塾)
5年生40kg超級 1 中村　宙來(新潟中央柔道少年団)
6年生45kg超級 1 花木　実友(白根柔道連盟鳳雛塾)

▼第27回新潟県中学校柔道新人体重別大会（12月9日　新潟市・鳥屋野総合体育館）
[男子] 個人45kg級 1 廣田　雄介(高志中等教育)

個人55kg級 1 間　柚稀(新津第一中学校)
個人60kg級 1 榎本　慎太(新潟第一中学校)
個人66kg級 1 筒井　直也(巻西中学校)
個人73kg級 1 楠原　健吾(白根第一中学校)
個人81kg級 1 川田　丈尋(白根第一中学校)
個人90kg超級 1 藤田　亜門(亀田中学校)

[女子] 個人44kg級 1 土屋　希心(小須戸中学校)
個人48kg級 1 村松　美直(山潟中学校)
個人57kg級 1 中村　宇美(横越中学校)
個人70kg超級 1 櫻井　綾乃(小針中学校)

▼第11回新潟県中学校1年生柔道体重別大会（1月13日　新潟市・新津武道館）
[男子] 個人45kg級 1 廣田　雄介(高志中等教育)

個人73kg級 1 塚野　錬(新津第一中学校)
個人81kg級 1 齋藤　凱斗(光晴中学校)

[女子] 個人44kg級 1 土屋　希心(小須戸中学校)
個人48kg級 1 長澤　咲嬉(小須戸中学校)
個人70kg超級 1 佐野　惟香（小針中学校）

【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

▼新潟県高等学校新人ソフトボール大会（10月21～22日　燕市・スポーツランド燕）
[男子] 1 日本文理高校 中越高校

▼北信越高等学校新人ソフトボール大会（11月10～11日　福井県・敦賀市きらめきスタジアム）
[男子] 2 日本文理高校 啓新高校

【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

▼第42回全日本U－12サッカー選手権大会新潟県予選（11月3日　新潟県・長岡ニュータウン運動公園）
1 club F3 2－1 吉田サッカークラブ

▼第24回全日本U－15フットサル選手権大会全国大会（1月14日　三重県・三重県営サンアリーナ）
3 エフスリージュニアユース 2－3 高知中学校
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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

▼第40回BSN高等学校剣道体育大会（1月１1～12日　新潟市・亀田総合体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校

（酒井　健太郎、片桐　雷造、塩入　大陸、
　本間　大暉、渡邉　樹、高橋　遼、早川　大輝）

個人 1 神代　竜汰（新潟商業高校）
[女子] 団体 1 大湊　楓華（五泉高校）

岡本　瑞希（五泉高校）

▼第28回庄川清流杯北信越高等学校剣道新人大会（2月2～3日　富山県・砺波市庄川体育センター）
[男子] 団体 3 新潟明訓高校

（酒井　健太郎、片桐　雷造、塩入　大陸、
　本間　大暉、渡邉　樹、高橋　遼、早川　大輝）

[女子] 団体 3 大湊　楓華（五泉高校）
岡本　瑞希（五泉高校）

【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19～20日　新潟市・マリンブルーTS）
[男子] 35歳以上 1 小柳　良生（ジャンボITS） 8－4 村木　和弥（ファミリーITS）

45歳以上 1 尾身　健廣（cresc.） 8－2 岩月　大輔（三条ファミリーTC）
55歳以上 1 伊藤　孝幸（ササキTC） 8－6 五十嵐　重智（ササキTC）

[女子] 一般 1 渡部　結衣（YeLL） 8－4 勝見　尚加（ファミリーITC）

▼新潟県室内テニス選手権大会（ダブルスの部）（2月16～17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）

鍋島　健太朗（ファミリーITC）
8－5 保科　慶（YeLL）

水野凌太（ジャンボITC）
35歳以上 1 阿部　圭晃（マリンブルーTS）

外川　徹郎（日本精機TC)
3チーム
リーグ戦

45歳以上 1 丸山　茂（ゴーゴーズ）
三吉　亘（T&S新発田ITC）

8－3 伊藤　孝幸（ササキTC）
石丸　一仁（ジャンボITS）

55歳以上 1 五十嵐　重智（ササキTC）
坂口　吉彦（マリンブルーTS）

8－5 山田　義正（ファミリーITC）
遠藤　久夫（マリンブルーTS）

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）

3チーム
リーグ戦

【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14回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会（11月23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 周防　倫裕

本保　淩太郎
ダブルスミドル 3 川島　朝臣

吉越　光彦
ダブルスシニア 3 黒坂　憲昭

金子　吉之助
シングルスミドル 3 吉越　光彦
シングルスシニア 1 遠山　恒夫

[女子] ダブルスフリー 3 本保　純子
平松　久美子

ダブルスミドル 3 長野　あけみ
森口　礼子

シングルスミドル 3 若穂囲　ヒサイ
シングルスミドル 3 森口　礼子
シングルスシニア 3 遠山　ゆみ子
シングルスシニア 3 山田　加代子

▼第2回北信越ブロックジュニア選手権大会（11月23日　富山県・滑川市総合体育センター）
[男子] 小学生中学年の部 2

小学生高学年の部 2
[女子] 中学生の部 2

▼第6回新潟県バウンドテニスジュニア選手権大会（3月24日　新潟市・北地区スポーツセンター）
[男子] 小学生高学年の部 1
[女子] 小学生低学年の部 1 細野　莉衣

中学生の部 1

【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

▼全国ジュニアラグビーフットボール東日本地区大会（10月7日　宮城県・仙台市）
[男子] 中学生 1 新潟スクール選抜 リーグ戦

▼第11回ミラージュ杯北信越ジュニアラグビー交流大会（10月8日　富山県・桃山運動広場）
[男女] 小学生高学年 1 新潟市ジュニアラグビースクール リーグ戦 宮城県、福島県

▼新潟県社会人リーグ戦 2018ラグビー新潟スーパー８ （11月3日　新潟市・陸上競技場）
[男子] 社会人 1 ハーフブラックスJr リーグ戦

▼全国ジュニアラグビーフットボール関東大会（11月10～11日　埼玉県・熊谷市）
[男子] 中学生 3 新潟スクール選抜 リーグ戦 全日本大会出場

▼第35回NHK杯新潟県高等学校ラグビーフットボール大会（11月17日　新潟市・鳥屋野球技場）
[男子] 高校生 1 新潟工業高校 北信越大会出場

▼北関東地区大学リーグ（12月7日　茨城県・水戸市）
[男子] 地区大学 1 新潟大学 全日本大会出場

林　暖人

遠藤　衣純

遠藤　秀吾
遠藤　衣純

坂下　悠仁
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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

▼国民体育大会（10月4～8日　福井県・福井県産業会館）
[男子] フライ級 5 滝澤　栄吉（開志学園高校）

ライト級 5 歌代　風依（新潟向陽高校）

▼新潟県高等学校新人大会（1月12～14日　新潟市・新潟南高校）
[男子] ピン級 1 河上　琉輝（新潟向陽高校）

ライトフライ級 1 青山　泰樹（新潟第一高校）
フライ級 1 小林　直生（開志学園高校）
バンタム級 1 伊藤　　礼（新潟南高校）
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 石津　貴裕（新潟南高校）
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 1 水落　優宝（北越高校）
ライト級 1 栗原　千尋（新潟青陵高校）

▼北信越高等学校新人大会（2月1～3日　福井県・羽水高校）
[男子] ピン級 1 河上　琉輝（新潟向陽高校）

ライトフライ級 1 青山　泰樹（新潟第一高校）
フライ級 2 小林　直生（開志学園高校）
バンタム級 2 伊藤　　礼（新潟南高校）
ライト級 1 歌代　風依（新潟向陽高校）
ライトウェルター級 2 石津　貴裕（新潟南高校）
ミドル級 1 天井澤　一志（開志学園高校）
1年の部　ピン級 1 南雲　瞬（新潟青陵高校）
1年の部　ライトフライ 1 髙橋　篤也（新潟青陵高校）
1年の部　フライ級 2 藤村　亮太（新潟青陵高校）
1年の部　バンタム級級 1 三須　恒良（新潟北高校）
1年の部　ライト級 2 秋森　心（巻総合高校）
1年の部　ライトウェル 2 金巻　昂樹（新潟向陽高校）
1年の部　ウェルター級 2 坂口　圭祐（新潟北高校）
1年の部　ミドル級 1 野内　俊佑（新潟青陵高校）
1年の部　ライトヘビー 1 平沢　龍空（新潟青陵高校）

[女子] ピン級 1 高木　まりあ（開志学園高校）
フライ級 2 水落　優宝（北越高校）
ライト級 1 栗原　千尋（新潟青陵高校）

▼全国高等学校選抜大会（3月24～28日　群馬県・ぐんま総合スポーツセンター）
[男子] ピン級 3 河上　琉輝（新潟向陽高校）

ミドル級 3 天井澤　一志（開志学園高校）
[女子] ピン級 5 高木　まりあ（開志学園高校）

ライト級 5 栗原　千尋（新潟青陵高校）

【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2回新潟県小学生バドミントン1・2・3年シングルス大会（11月3日　新潟市・秋葉区総合体育館）
[女子] 2年生シングルス 1 佐藤　文香（宮浦バドミントンスクール）

▼第27回全国小学生バドミントン選手権大会（12月25日～29日　東京都・エスフォルタアリーナ）
[女子] 都道府県対抗団体戦 5 新潟県

【ハンドボール】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼平成30年度新潟県高等学校秋季ハンドボール大会（11月10～11日　長岡市・長岡北部体育館）
[男子] 1 新潟江南高等学校 21－16 柏崎工業高校
[女子] 1 新潟江南高等学校 13－9 巻高校

【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第64回新潟県弓道選手権大会（11月2日～4日　長岡市・市民体育館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校 全国選抜出場

▼第8回北信越高等学校弓道新人大会（11月23日～24日　福井県・福井県立武道館）
[男子] 団体 1 新潟明訓高校 12－11 決勝　　鶴来高校（石川）

団体 3 新潟東高校 6－9 準決勝　新潟明訓高校
[女子] 団体 1 新潟明訓高校 8－6 決勝　　富山国際大学附属高校(富山) 技能優秀

▼平成30年度新潟県弓道選手権大会（11月2日～3日　長岡市・市民体育館）
[男子] 個人 1 川村　侑己（新潟江南高校） 12射11中
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