
栄光の記録（第４４号） 令和元年10月～令和２年３月

【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

[男子] 6年 1 高澤　泉（新潟内野） ③-0 高澤　颯（新潟内野）

[男子] ダブルス 1 八木澤　爽空・加藤　洸太郎（北越高校） ④-１ 中村　新・川谷　拓未（長岡商業）
シングルス 1 新保　楓馬（巻高校） ④-３ 森田　流騎矢（新産大附属高校）

[男子] 6年 1 笹川　慈瑛・高橋　泉（巻ジュニア） ④-0 松縄・高澤（新潟内野）

[女子] 個人戦 1 諏訪　明日香・今井　七葉（巻東中学校） ④-2 吉田　華純・小林　くるみ（巻東中学校） 下越地区

[男子] 男子団体戦 1 巻西中学校 ②-1 内野中学校 中越地区

[女子] 女子団体戦 1 巻東中学校 ②-0 内野中学校 中越地区

[男子] 男子団体戦 1 北越高校 ３勝０敗 ４チームリーグ戦
巻・柏崎常盤
・新産大附

[女子] 女子団体戦 1 北越高校 ３勝０敗 ４チームリーグ戦
巻・長岡商業・村上

[男子] 男子団体戦 3 北越高校 ②-1 富山工業（富山県）

[女子] 女子団体戦 1 北越高校 ②-1 高岡西（富山県）

[女子] 女子団体戦 1 巻東中学校 ②-0 松川中学校（長野県） 上越地区

【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

▼すこやか北越銀行杯第31回新潟県小学生バレーボール大会（11月17日　新潟県・長岡市みしま体育館）
[男子] 1 中之口ジュニア

▼JOCジュニアオリンピックカップ全国都道府県対抗中学大会・全日本中学選抜海外遠征（2月21～28日　オーストラリア・事前合宿　東京都　）
[男子] 参加 佐藤　遥斗（下山中学校）

【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73回国民体育大会（9月28～30日　茨城県・牛久運動公園体育館）
[男子] 個人形 4 新潟第一高校 各都道府県代表トーナメント方式

▼第31回日本空手協会北信越地区空手道選手権大会（11月4日　福井県・敦賀市総合体育館）
[男子] 高校生　形の部 1 小泉　瑠寧（日本空手協会新潟支部） 各都道府県代表トーナメント方式

▼第33回北信越高等学校空手道新人大会兼令和元年度全国高等学校選抜大会北信越地区予選（11月15～17日　石川県・いしかわ総合スポーツセンター）
[男子] 個人形 1 新潟第一高校 各都道府県代表トーナメント方式

【柔道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第44回BSN高等学校柔道選手権大会（11月2～3日　新潟県・鳥屋野総合体育館武道館）
[男子] 団体戦５人制 1 開志国際高校（川田　丈尋） 一本 帝京長岡高校（渡辺　倖輝）

66kg級 1 榎本　春輝（新潟第一高校） 一本 仲條　　樹（開志国際高校）
90kg級 1 川田　丈尋（開志国際高校） 延長戦指導2 櫻井　湖太郎コリー（北越高校）

[女子] 団体戦 1 開志国際高校（鈴木　亜衣美） 補欠
48kg級 1 鈴木　亜衣美（開志国際高校） 一本 高尾　真衣（上越高校）
52kg級 1 近　　凜葵（新潟第一高校） 技有 渡辺　小由希（北越高校）
70kg級 1 小池　優佳（新潟第一高校） 技有 竹野　藍及（日本文理高校）

▼第28回新潟県中学校柔道新人体重別大会（12月15日　新潟県・新潟市鳥屋野体育館大アリーナ）
[男子] 個人戦50kg級 1 鈴木　優希斗（白根第一中学校）

　　　81kg級 1 齋藤　凱斗（光晴中学校）
　　　90kg級 1 島田　慶次（葛塚中学校）

[女子] 個人戦40kg級 1 今井　望結（山潟中学校）
　　　48kg級 1 土屋　希心（小須戸中学校）
　　　48kg級 1 長澤　咲嬉（小須戸中学校）
　　　70kg級 1 ハドソン蘭メイ（小針中学校）
　　　70kg超級 1 花木　実友（白根北中学校）

▼第42回全国高等学校柔道選手権新潟大会（1月18日　新潟県・鳥屋野体育館）
[男子] 団体戦 1 開志国際高校（川田　丈尋） 反則勝 帝京長岡高校（早川　優作）

▼第49回北信越柔道選手権大会（3月8日　富山県・県営富山武道館）
[男子] 1 五十嵐　遼介（新潟県警察）

▼新潟県高等学校新人選抜ソフトテニス大会（10月26～27日　新潟県・五十公野公園テニスコート）

▼新潟県高等学校選抜ソフトテニス大会（12月23日　新潟県・五泉市総合会館）

▼第44回北信越高等学校選抜ソフトテニス大会（1月11日　石川県・こまつドーム）

▼北信越中学生インドア大会（1月26日　新潟県・リージョンプラザ上越）

全日本柔道
選手権出場
権獲得

▼新潟県県小学生シングルス全国大会県予選会（10月10日　新潟県・燕スポーツパーク）

▼新潟県県小学生6年生大会（11月3日　新潟県・燕市体育館）

▼令和元年度都道府県対抗中学生ソフトテニス大会新潟県予選会（11月23日　新潟県・五泉市総合会館）

▼北信越中学生インドア大会県予選会（12月21日　新潟県・燕市民体育館）

▼北信越中学生インドア大会県予選会（12月21日　新潟県・小千谷市民体育館）
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栄光の記録（第４４号） 令和元年10月～令和２年３月

【剣道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第41回ＢＳＮ高等学校剣道選手権大会（1月11～12日　新潟県・亀田総合体育館）
[男子] 団体 1

個人 1 田村　悠成（新潟明訓高校）

[女子] 団体 1 五泉高校（岡本　瑞希・山浦　仲・本間　眞琴）

▼第29回庄川清流杯北信越高等学校剣道新人大会（2月1～2日　富山県・砺波市庄川体育センター）
[男子] 団体 2

[女子] 団体 1 五泉高校（岡本　瑞希・本間　眞琴・山浦　仲）

【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81回日本商業開発全日本ベテランテニス選手権’19（年齢別・シングルスの部）（10月1～9日　愛知県・東山公園テニスセンター）
[女子] 40歳以上 ﾍﾞｽﾄ8八木下　裕子（KAZAMA.TA） 0-2 笹原　夕子（ｳﾞｧﾙﾌﾞﾗﾝｼｭﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

▼県室内テニス選手権大会（年齢別・シングルスの部）（1月18～19日　新潟県・マリンブルーTS）
[男子] 一般 1 山口　駿（東京学館新潟高校） 8-5 皆川　将也（東京学館新潟高校）

35歳以上 1 村木　和弥（ファミリーITC） 8-4 外川　徹郎（日本精機TC)
45歳以上 1 田村　和明（マリンブルーTS) 8-4 田中　寿典（スポーツガーデン新潟）
55歳以上 1 伊藤　孝幸（MYTC) 2-0 渡邉　幸夫（T＆S新発田ITS）

[女子] 一般 1 五十嵐　理紗（柿崎TC) 8-3 鈴木　まこ（さくらTC)

▼県室内テニス選手権大会（年齢別・ダブルスの部）（2月15～16日　新潟県・マリンブルーTS）
[男子] 一般 1 小磯　孝太郎・桑原　匠（YeLL)

35歳以上 1 外川　徹郎・阿部　圭晃（日本精機TC・ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS) 8-6 小柳　良生・A.Cordell（ジャンボITS)
45歳以上 1 黒川　和幸・中村　哲至（ファミリーITC・Yell) 8-2 木村　嘉彦・小池　貴弘(ﾌｧﾐﾘｰITC・ｱﾋﾟｱITC)
55歳以上 1 遠藤　久夫・須長　直彦（ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS・ﾌｧﾐﾘｰITC） 8-3 五十嵐　重智・坂口　吉彦(ｻｻｷTC・ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)
65歳以上 1 入山　いおり・伊藤　吉蔵（ファミリーITC） 8-3 福本　順三郎・谷　隆行（ファミリーITC）

[女子] 一般 1 松山　明日葉・渡部　結衣（松商学園高校・Yell） 8-1 佐々木　理子・畠　さゆり(Yell・T＆S新発田ITS)
40歳以上 1 大関　素子・岩渕　英理（長岡柏TC・ゴーゴーズ） 8-1 早川　晴美・佐藤　納千子(ｼﾞｬﾝﾎﾞITS・ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰTS)
50歳以上 1 石橋　裕子・小畑　夏奈子（ﾌｧﾐﾘｰITC・婦人ﾃﾆｽ） 8-2 堀川　美樹子・馬場　浩子（ｻｻｷTC・ﾌｧﾐﾘｰITC）

【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15回北信越ブロックバウンドテニス選手権大会（12月1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 凌太郎

ダブルスミドル 1 川島 朝臣・吉越 光彦
ダブルスミドル 3 本間 裕・星野 智幸
ダブルスシニア 1 黒坂 憲昭・金子 吉之助
ダブルスシニア 2 遠山 恒夫・今井 宏一

[女子] ダブルスフリー 3 若穂囲 ヒサイ・小林 玲子
シングルスフリー 3 小林 玲子
シングルスフリー 3 本保 純子
シングルスミドル 2 森口 礼子
シングルスシニア 2 遠山 ゆみ子

▼第3回北信越ブロックジュニア選手権大会（12月1日　富山県・滑川市総合体育センター）
[男子] 小学生高学年の部 1 坂下　悠人

3 林　暖人

▼第25回新潟県バウンドテニス選手権大会（2月2日　新潟県・北地区スポーツセンター）
[男子] ダブルスフリー 1 周防　倫裕・本保　凌太郎

ダブルスミドル 1 長野　英幸・星野　智幸
ダブルスシニア 1 遠山　恒夫・今井　宏一

シングルスフリー 1 周防　倫裕
シングルスミドル 1 川島　朝臣
シングルスシニア 1 黒坂　憲昭

[女子] ダブルスフリー 1 若穂囲　ヒサイ・小林　玲子
ダブルスミドル 1 森口　礼子・長野　あけみ
ダブルスシニア 1 黒川　美枝子・山田　加代子

シングルスフリー 1 本保　純子
シングルスミドル 1 森口　礼子
シングルスシニア 1 遠山　ゆみ子

新潟商業高校（石塚　哲太・佐野　流翠・菅原　翼・高橋　良
　　　　　　　若狹　拳斗・長谷川　功成・長谷川　功成　　　）

新潟商業高校（石塚　哲太・佐野　流翠・菅原　翼・高橋　良
　　　　　　　若狹　拳斗・加地　厚志郎・原　蘭瑛　　　）

植木　海音・柴田　優貴（東京学館・新潟医療福祉大学）  8-3
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栄光の記録（第４４号） 令和元年10月～令和２年３月

【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

▼令和元年度第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会新潟県大会（9月14～11月3日　新潟県・鳥屋野球技場・新潟市陸上競技場）
[男子] 15人制 1 新潟工業高校 19-12 北越高校

▼令和元年度第37回NHK杯新潟県高等学校ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会兼第21回全国高等学校選抜ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会新潟県予選会(11月4～17日新潟県・鳥屋野球技場)
[男子] 15人制 1 新潟工業高校 65-12 開志国際高校

▼令和元年度第22回北信越高等学校新人ラグビーフットボール大会（3月7日　長野県・飯田市総合運動場）
[男子] 準決勝 新潟工業高校 富山第一高校（富山県） 中止

【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3～7日　茨城県・常北高校）
[男子] ライト級 5 歌代　風依（新潟向陽高校）

ミドル級 5 天井澤　一志（開志学園高校）

▼全日本女子選手権（10月16～20日　北海道・北ガスアリーナ札幌46）
[女子] フェザー級 3 原　祐夏（新潟向陽高校）

▼新潟県新人大会（1月11～13日　新潟県・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 1 河上　琉輝（新潟向陽高校）

フライ級 1 青山　泰樹(新潟第一高校)
バンタム級 1 小林　勇太(開志学園高校)
ライト級 1 三須　恒良(新潟北高校)
ライトウェルター級 1 金巻　昂樹（新潟向陽高校）
ウェルター級 1 増田　祐士(開志学園高校)
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)
ライトフライ級 1 谷澤　来夢(新潟工業高校)
フライ級 1 長谷川　麻衣(新潟向陽高校)
バンタム級 1 原　祐夏（新潟向陽高校）
ライト級 1 柏　あかり（新潟南高校）

▼北信越新人大会（1月24～30日　新潟県・新潟南高校）
[男子] ライトフライ級 1 河上　琉輝（新潟向陽高校）

フライ級 3 青山　泰樹(新潟第一高校)
バンタム級 2 小林　勇太(開志学園高校)
ライト級 1 三須　恒良(新潟北高校)
ライトウェルター級 1 金巻　昂樹（新潟向陽高校）
ウェルター級 1 増田　祐士(開志学園高校)
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)
ライトフライ級 1 谷澤　来夢(新潟工業高校)
フライ級 1 長谷川　麻衣(新潟向陽高校)
バンタム級 1 原　祐夏（新潟向陽高校）
ライト級 1 柏　あかり（新潟南高校）

【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20回全日本中学生バドミントン選手権大会新潟県選考会（10月5～6日　新潟県・吉田総合体育館）
[男子] ダブルス 1 菅井　康司・渡辺　麗音(はちみつJr)
[女子] シングルス 1 権平　成美(木戸中学校)

ダブルス 1 笹川　凛・斉藤　舞音(白根第一中学校)

▼第16回新潟県小学生団体対抗バドミントン大会（11月17日　新潟県・水原総合体育館）
[女子] 学校対抗（6年生の部） 1 はちみつJr

吉田　優里･鷲尾　環菜･佐藤　茉優
平松　心愛･村中　天音･成澤　日彩

学校対抗（4年生の部） 1 はちみつJr
内田　琳･玉木　清良･阿部　茉優佳
桑原　詩依･前田　仁愛･草野　春陽

▼第20回新潟県中学生バドミントン選手権大会（11月30～12月8日　新潟県・横越総合体育館）
[女子] シングルス 1 川村　詩織(豊栄ジュニア)

ダブルス 1 笹川　凛・斉藤　舞音(白根第一中学校)

▼第48回新潟県高等学校選抜バドミントン大会兼第48回全国高等学校選抜バドミントン大会新潟県予選会（12月20～22日　新潟県・リージョンプラザ上越）
[男子] 個人戦ダブルス 1 矢田　武蔵・湯田　篤（北越高校） 2-0 齋藤　颯人・川上　匠（新発田南高校）

[女子] 個人戦ダブルス 1 遠藤　愛加・目﨑　舞桜（新潟青陵高校） 2-1 満田　眞凜・森本　歩那（開志国際高校）

▼令和元年度第48回全国高等学校選抜バドミントン大会　北信越予選会（1月17～19日　長野県・松本市総合体育館）
[女子] 学校対抗戦 3 新潟青陵高校 0-3 富山国際大学付属高校
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【弓道】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼天皇陛下御即位記念 第74回国民体育大会  いきいき茨城ゆめ国体2019  弓道競技会（10月4～7日　茨城県・堀原運動公園武道館）
[女子] 遠的・個人 8位 石川　萌(新潟東高校)

涌井　伶香(新潟高校)
遠的競技 予選109点
(7位通過)決勝ﾄｰﾅﾒ
ﾝﾄ準々決勝39-61愛
媛県に敗退 5~8位決
定戦で8位

全国各県代表

▼第65回新潟県弓道選手権大会（11月1～3日　新潟県・新津地域学園弓道場）
[女子] 団体 1 新潟明訓高校

▼第9回北信越高等学校弓道新人大会（11月23日　富山県・大島弓道場）
[男子] 個人 1 風間　秀人（新津高校） 予選・準決勝

規定数的中通過
決勝射詰

各県個人戦代表選手

【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

▼茨城国体（10月4～7日　茨城県・アダストリアみとアリーナ）
[男子] エペ団体 3 笠原　崇弘(県立新潟翠江高校(教))

平野　良樹（㈱本間組）
北村　直之(プルデンシャル生命保険㈱)

【アイスホッケー】
性別 種目・種別 順位 団体・個人名 （記録） 対戦相手 摘要

▼第21回柏崎市長杯アイスホッケー大会　県大会（2月15～16日　新潟県・柏崎アクアパーク）
低学年クラス 1 新潟アイスホッケークラブKIDz 5-2 柏崎DEVILS

5-4 郡山Jrｱｲｽﾎｯｹｰｸﾗﾌﾞ

第38回全国 高
等学校弓道選
抜大会出場
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