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第３６回新潟県スポーツ少年団総合体育大会成績報告一覧
＊団体戦の（
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団
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個
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戦

団
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戦

柔

道

個
人
戦
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中学生男子
中学生女子
小学生
中学生男子
中学生女子

第

１

位

卓

球

個
人
戦
団
体
戦

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

個
人
戦

２

位

）は所属市町村名・個人戦（
第
３
位

）は単位団名

高田劍道（上越市）

小千谷・入広瀬剣道（小千谷市・魚沼市）

上通剣士会（長岡市）

浦川原剣道（上越市）

二見剣士会（佐渡市）

高田劍道（上越市）

小出剣道（魚沼市）

燕剣道錬誠会（燕市）

上通剣士会（長岡市）

塩入 大陸（上通剣士会）

小﨑 崇裕（新発田市剣道）

篠原 優人（高田劍道）

木嶋 優志（小千谷市剣道）

石澤 望愛（上通剣士会）

加藤 七海（信条剣士会）

五十嵐 茉美（燕剣道錬誠会）

辰口 萌子（地蔵堂剣士会）

小学生5・6年男子

石塚

高橋 怜暉（上通剣士会）

北島 翔馬（高田劍道）

長谷川 秀馬（三条栄剣道教室）

小学生5・6年女子

根本 奈都実（五泉市剣道）

塩入 七海（上通剣士会）

田中 花鈴（燕剣道錬誠会）

福王寺 咲子（上通剣士会）

小学生４年以下
中学生男子
中学生女子
小学生５・６年
小学生４年以下
小学生女子
中学生男子+70kg級
中学生男子-70kg級
中学生男子-60kg級
中学生女子+60kg級
中学生女子-60kg級
中学生女子-50kg級

渡辺 琉生（島上剣道クラブ）

河治 和太琉（吉田剣道）

池田 榛希（直江津剣道）

金本 優哉（湯之谷少年剣士会）

燕柔道（燕市）

光晴道場柔道（新潟市）

新潟中央柔道（新潟市）

新発田市柔道（新発田市）

新発田市柔道（新発田市）

新潟中央柔道（新潟市）

長岡市柔道教室（長岡市）

新発田市柔道（新発田市）

新潟中央柔道（新潟市）

小出柔道（魚沼市）

長岡市柔道教室（長岡市）

小出柔道（魚沼市）

新発田市柔道（新発田市）

三条柔道倶楽部（三条市）

見附柔道（見附市）

新発田市柔道（新発田市）

長岡市柔道教室（長岡市）

胎内市柔道（胎内市）

鈴木 洸陽（安田柔道）

佐藤 裕斗（川口柔道会）

堀江 香武生（燕柔道）

斎藤 光太（安田柔道）

内山 拓海（小須戸柔道）

伊藤 照実（燕柔道）

渡部 凛（新発田市柔道）

渡辺 敬（光晴道場柔道）

五十田 龍（小須戸柔道）

佐藤 翔大（川口柔道会）

小林 和音（燕柔道）

石沢 結衣（津南）

長沢 優奈（小須戸柔道）

佐藤 七海（川口柔道会）

佐藤 里紗（燕柔道）

小泉 愛（見附市柔道）

佐藤 真弥（入広瀬柔道）

阿部 楓果（燕柔道）

伊藤 優来（笹神柔道）

小嶋 愛梨（入広瀬柔道）

小学生5・6年男子+55kg級

阿部 優生（燕柔道）

丸山 龍己（川口柔道会）

有本 和希（加茂市柔道）

齋藤 路留（見附市柔道）

小学生5・6年男子-55kg級

後藤 颯（堀之内柔道）

鈴木 悠太郎（加茂市柔道）

馬上 洸喜（長岡市柔道教室）

小林 蒼空（長岡市柔道教室）

小学生5・6年男子-45kg級

富樫 奏（新発田市柔道）

石川 到（長岡市柔道教室）

伊藤 雅也（新発田市柔道）

佐藤 海月（小出柔道）

小学生5・6年女子+50kg級

渡辺 優月紀（燕柔道）

佐藤 美咲（神林柔道）

内田 結衣（川口柔道会）

大塚 美恵（津南）

小学生5・6年女子-50kg級

曽我 友香（長岡市柔道教室）

滝沢 夏海（津南）

松澤 奈生（新潟中央柔道）

坂井 紗綾（小須戸柔道）

小学生5・6年女子-40kg級

土屋 希心（小須戸柔道）

百武 凜（長岡市柔道教室）

長沢 咲嬉（小須戸柔道）

今井 望結（新潟中央）

小学生４年生以下+45kg級 田崎 碧子（見附市柔道）

坂井 佑（新潟中央柔道）

本多 瑛大（燕柔道）

武田 真悟（長岡市柔道教室）

小学生４年生以下-45kg級 齋藤 大斗（見附市柔道）

角谷 海月（入広瀬柔道）

遠山 なか（見附市柔道）

鈴木 琴音（加茂市柔道）

棚谷 一斗（新潟中央柔道）

保科 舞緒（燕柔道）

田辺 駿之介（光晴道場柔道）
つばめジュニア（燕市）

凌（二見剣士会）

小学生４年以下-35kg級 高橋 和奏（見附市柔道）

団
体
戦

第

中学生男子
中学生女子
小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
小学生男子
小学生女子
ｼﾝｸﾞﾙｽ
中学生男子
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
ｼﾝｸﾞﾙｽ
中学生女子
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
小学生男子
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
小学生女子
ﾀﾞﾌﾞﾙｽ
小学生男子
ｼﾝｸﾞﾙｽ
5年生以上
小学生女子
ｼﾝｸﾞﾙｽ
5年生以上
小学生男子
ｼﾝｸﾞﾙｽ
4年生以下
小学生女子
ｼﾝｸﾞﾙｽ
4年生以下

中

学

荒川Ａ（村上市）

白根アトム（新潟市）

黒埼ＮＥＯジュニア（新潟市）

白根アトム（新潟市）

つばめジュニア（燕市）

水原少年卓球クラブＡ（阿賀野市） 水原少年卓球クラブＣ（阿賀野市）

白根アトム（新潟市）

混合チーム

荒川（村上市）

水原少年卓球ｸﾗﾌﾞ（阿賀野市）

荒川Ａ（村上市）

荒川Ｂ（村上市）

黒埼ＮＥＯジュニア（新潟市）

荒川Ｃ（村上市）

井越

中島 瞳輝

白井 優麻 (黒埼ＮＥＯジュニア） 村井 杏伍 (黒埼ＮＥＯジュニア）

柊

(白根アトム）

(白根アトム）

石井 知里 (胎内)

貝沼 愛夢麗（つばめジュニア)

渡辺 真子 (安田卓球)

井村

青木 峻祗 (白根アトム）

皆川 魁星 （三条ジュニア)

馬場 大志（三条ジュニア)

八木 啓薫 (白根アトム）

坂井 彩夏（三条ジュニア)

瀬畑 真琴 (荒川）

佐藤 桃花 (黒埼ＮＥＯジュニア） 徳富 優果

(荒川）

大島・栃尾・山古志（長岡市）

直江津・つばさ（上越市）

中野島J.B.C（長岡市）

新津ジュニアバドミントンクラブ（新潟市）

中野島J.B.C（長岡市）

直江津・つばさ（上越市）

津南・直江津・つばさ（津南町・上越市） こばど・十日町（南魚沼市・十日町）

きのとバドミントン（胎内市）

きのとバドミントン（胎内市）

燕バドミントン（燕市）

中野島J.B.C（長岡市）

楓 （水原少年卓球クラブ)

直江津・つばさ（上越市）

那須野 晴輝（長岡大島ジュニアクラブ） 岩田 圭（十日町バドミントン少年団） 西野 澪頼（十日町バドミントン少年団）

古川 晃大/平野 楓大（つばさＪＢＣ）

稲田 瑳介/佐野 壮太（栃尾ジュニアバドミントンクラブ）

多田 歩花（栃尾ジュニアバドミントンクラブ）

飯沼 亜里紗（きのとバドミントン） 貝澤 妃菜乃（直江津ＪＢＣ）

片山 夏響/古川 雄大（つばさＪＢＣ）

冨沢 大翔/石澤 輝樹（津南町）

中村 大和/星野 優希（栃尾ジュニアバドミントンクラブ）

池田 飛陽/酒井 宣聡（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

馬場 楓果/佐藤 珠羽（きのとバドミントン） 桑原 亜弥/飯野 沙耶（燕バドミントン）

西原 ももこ/樺澤 あいら（山古志） 下地 夏実/村越 遥妃（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

土田 隼輝（見附バドミントン）

大滝 崚央（新潟ジュニアバドミントンクラブ）

藤木 陽滉（津南町）

山上 羽月（北部ジュニアバドミントン）

塩嶋 優羽（つばさＪＢＣ）

大石 宙（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

陶山 由奈（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

片所 凜（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

西方 琉生（燕バドミントン）

枝村 雄真（燕バドミントン）

榎本 達輝（こばどクラブ）

山口 慎矢（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

佐々木 茉央（直江津ＪＢＣ）

若杉 美和（中野島Ｊ．Ｂ．Ｃ）

齋藤 愛梨奈（きのとバドミントン） 曽根 香凛（十日町バドミントン少年団）

直江津サッカー（上越市）

新津サッカー（新潟市）

長岡サッカー（長岡市）

村上サッカー（村上市）

ファンタジスタ長岡JFC（長岡市） 豊栄サッカー（新潟市）

津南町（津南町）

金津FC（新潟市）

富曽亀FC（長岡市）

小須戸サッカー（新潟市）

三条サッカー（三条市）

エスプリ長岡FC（長岡市）

妙高地区（妙高市）

上川西ジュニアフットボールクラブ（長岡市）

荒川（村上市）

エスプリ長岡FC（長岡市）

村上サッカー（村上市）

直江津サッカー（上越市）

加茂市空手（加茂市）

日本空手道協会西ヶ丘空手（新潟市） 悠空会宮本（長岡市）

生

Aﾌﾞﾛｯｸ
サ
ッ
Bﾌﾞﾛｯｸ
カ 小 学 生 Cﾌﾞﾛｯｸ
ー
Dﾌﾞﾛｯｸ
総
合
中学生男子
団 中学生女子
体
形 小学生男子
小学生女子
中学生男子
中学生女子
個 小学生高学年男子
人
小学生高学年女子
空 形
小学生低学年男子
小学生低学年女子
手 団 中学生男子
体 中学生女子
組 小学生男子
道 手
小学生女子
中学生男子
個 中学生女子
人 小学生高学年男子
組 小学生高学年女子
手 小学生低学年男子
小学生低学年女子

輝風空手塾

(長岡市）

直心空手

（上越市）

小千谷SC

U－12（小千谷市）

空手道新潟西少年団（新潟市）

十日町空手道協会中条支部 (十日町市） 吉田空手道 (燕市）

直心空手（上越市）

日本空手道協会西ヶ丘空手（新潟市）

悠空会宮本（長岡市）

空手道新潟西少年団（新潟市）

悠空会あおば（長岡市）

直心空手（上越市）

三条大崎空手（三条市）

専心會空手 (魚沼市）

立石 飛那汰 (五泉空手道)

岩本 大和 (輝風空手塾)

山田 悠月 (直心空手)

田伏 叶愛 (見附市空手道)

小泉 瑠寧 (日本空手道協会西ヶ丘空手) 伊丹 陸

(加茂市空手)

大野 桃佳 (直心空手)

斎藤 小茉理 (直心空手)

名塚 響

駒沢 夕月 (YSI永羅飛与板空手道会) 駒沢 伊月 (YSI永羅飛与板空手道会) 稲垣 光希 (直心空手)

(悠空会宮本)

高野 万優 (悠空会あおば)

斎藤 綺良理 (直心空手)

中島 朱澄 (専心會空手)

折笠 美優 (悠空会あおば)

春日 仁惺 (空手道新潟西少年団) 中村 洸晟 (直心空手)

北村 文人 (日本空手道空和会新潟県本部)

加藤 眞空 (専心會空手)

名塚 千歳 (悠空会宮本)

平野 愛梨 (直心空手)

駒口 さくら (白山空手道会)

谷川 紗菜 (日本空手道協会亀田空手)

燕真空手道 (燕市）

加茂市空手（加茂市）

田上空手クラブ（田上町）

直心空手（上越市）

直心空手（上越市）

輝風空手塾（長岡市）

吉田空手道（燕市）

田上空手クラブ（田上町）

燕真空手道 (燕市）

直心空手（上越市）

五泉空手道（五泉市）

三条大崎空手道（三条市）

燕真空手道 (燕市）

直心空手（上越市）

三条大崎空手道（三条市）

栃尾空手道会（長岡市）

野島 愛斗 (燕真空手道)

渋木 是路 (燕真空手道)

佐野 凌青 (燕真空手道)

小泉 瑠寧 (日本空手道協会西ヶ丘空手)

倉井 凜 (直心空手)

片貝 なずな（吉田空手道)

斎藤 小茉理 (直心空手)

金子 真輝 (燕真空手道)

水野 朝陽（田上空手クラブ)

宮野 煌大 (燕真空手道)

皆川 智也 (燕真空手道)

小林 流果（吉田空手道)

佐野 水紀 (燕真空手道)

斎藤 綺良理 (直心空手)

池田 紗菜 (直心空手)

山川 竜姫（田上空手クラブ)

中村 洸晟 (直心空手)

菊池 凌生 (佐渡空友会トキ)

小山 紫響 (直心空手)

小杉 智大 (佐渡空友会トキ)

平野 美結 (直心空手)

保田 真里亜 (直心空手)

今井 ちさと (直心空手)

角屋 知紗（新濤館長岡)
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第３６回新潟県スポーツ少年団総合体育大会成績報告一覧
＊団体戦の（
種目
ﾊﾞﾚｰ
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小
小

少

団
体
演
武

林
寺
拳
法

自
由
組
演
武
規
定
組
演
武

単
独
演
武

部
門
学 生 男 子
学 生 女 子
中 学 生
小学生高学年
小学生低学年
中学生男子
中学生女子
小学生
小学生7級以下
小学生4～6級
中 学 生
小学生6級以上
小学生7級以下

総
ミ
ニ
バ
ス

合

小 学 生
小 学 生
小 学 生
小 学 生
軟 式

成
男
男
女
女
野

績

子 Ａ
子 Ｂ
子 Ａ
子 Ｂ
球

第

１

位

能生（糸魚川市）

第

２

位

魚沼ボーイズ（魚沼市）

）は所属市町村名・個人戦（
第
３
位

）は単位団名

須田ジュニアバレーボールクラブ（加茂市）

村上市バレーボール（村上市）

加茂ジュニアバレーボール（加茂市） スマイリー中条（胎内市）

片貝ミニバレーボールクラブ（小千谷市）

湯之谷バレーボール（魚沼市）

小須戸少林寺拳法（新潟市）

少林寺拳法新潟湊（新潟市）

胎内少林寺拳法（胎内市）

村上少林寺拳法（村上市）

胎内少林寺拳法（胎内市）

朝日少林寺拳法（村上市）

少林寺拳法新潟湊（新潟市）

魚沼市少林寺拳法（魚沼市）

栃尾少林寺拳法（長岡市）

垣内 玲威/栗田 楓（少林寺拳法長岡城西） 渡辺 朝日/小野塚 渉（柏崎少林寺拳法） 細山 蓮/岡村 涼（少林寺拳法新潟湊）
武藤 利奈/桑原 果子（小須戸少林寺拳法） 武藤 利奈/小池 純愛（小須戸少林寺拳法） 佐々木 優那/佐々木 はなこ（新潟青山）
渡邊 煌生/西村 武琉（小千谷市少林寺拳法）

田中愛結里/高橋 瑞己（長岡不二） 三科 祐也/岩崎 隼平（村上少林寺拳法）

安藤 零/赤島聡一郎（村上少林寺拳法） 松岡 悠真/岡 健太（少林寺拳法新潟湊） 小野塚 純/星 理央（小須戸少林寺拳法）
伊与部真土/小栗 隼斗（村上少林寺拳法） 神丸慎之介/白井 琉雅（少林寺拳法新潟湊）

小池蓮之介/星 玲央（小須戸少林寺拳法）

安藤 彰斗（村上少林寺拳法）

垣内 玲威（少林寺拳法長岡城西） 栗田 楓（少林寺拳法長岡城西）

白井 琉雅（少林寺拳法新潟湊）

小池蓮之介（小須戸少林寺拳法） 中野 泰智（胎内少林寺拳法）

安川 功也（加茂少林寺拳法）

安藤 零（村上少林寺拳法）

小池ひなた（少林寺拳法新潟湊）

村上少林寺拳法（村上市）

少林寺拳法新潟湊（新潟市）

小須戸少林寺拳法（新潟市）

村上ミニバスケットボール（村上市） 五泉ブレイブス（五泉市）

あさひシューターズ（長岡市）

燕ミニバスケットボール（燕市） 黒崎ビクトリーズ（新潟市）

塩沢ミニバスクラブ（南魚沼市）

紫竹山パープルウルフ（新潟市） あおばS・C（長岡市）

上組こだまキッズ（長岡市）

村上ミニバスケットボール（村上市） KOBARIパワーチーターズ女子（新潟市） 朝日フェニックス（村上市）

新組ホワイトソックス(長岡市）

小須戸野球（新潟市）

けいせつ野球クラブ（長岡市）

子中川野球（燕市）

